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1
クラスタ化の概念と用語

■

第1章 Symantec Cluster Server の概要

■

第2章 クラスタトポロジーについて

■

第3章 VCS 設定の概念

1
Symantec Cluster Server の
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec Cluster Server について

■

クラスタ制御のガイドラインについて

■

VCS の物理コンポーネントについて

■

VCS の論理コンポーネント

■

各要素の組み合わせ

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

VCS の障害検出の方法
VCS は、アプリケーション全体の状態を監視する特定のコマンド、テストまたはスクリプト
を実行することにより、アプリケーションの障害を検出します。 また、ファイルシステムや
ネットワークインターフェースなどのアプリケーションをサポートすることにより、基本リソー
スの状態を判断します。
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Symantec Cluster Server について

VCS では冗長ネットワークハートビートを使って、システムのエラーが起きた状態なのか、
システム間通信の不通状態なのかを識別します。また、VCS では、SCSI3 ベースのメン
バーシップ調整とデータ保護を使ってノードとフェンシングの障害を検出します。
p.44 の 「クラスタ制御、通信およびメンバーシップについて」 を参照してください。

VCS によるアプリケーションの可用性実現のしくみ
VCS は、アプリケーションまたはノードの障害を検出したときに、アプリケーションサービ
スをクラスタ内の別のノードで稼働させます。
図 1-1 に、VCS で IP アドレスとシステム名を仮想化するしくみを示します。クライアント
システムは、絶え間なくアプリケーションにアクセスし、どのサーバーを使っているかは認
識しません。
図 1-1

IP アドレス
アプリケーション
ストレージ

IP アドレスとシステム名の VCS による仮想化でアプリケーションの可
用性を実現する

ストレージ

たとえば、db-server1 と db-server2 で構成された 2 ノードのクラスタで、仮想アドレスを
db-server と名付けたとします。クライアントは、db-server にアクセスし、物理的にどちら
のサーバーに db-server の IP アドレスが動作しているかは認識しません。

切り替えとフェールオーバーについて
切り替えとフェールオーバーは、クラスタ内の異なるノードで VCS によってアプリケーショ
ンサービスを開始させる処理です。 2 つの処理の違いは以下のとおりです。
切り替え

切り替えは、あるサーバー上でアプリケーションとそのアプリケーションに関
連したリソースを正しい手順で停止し、他のサーバー上でそれらの起動を正
しく行うプロセスのことを言います。

フェールオーバー

フェールオーバーは切り替えと似ていますが、異なる点は、フェールオー
バーではハードウェアやサービスの障害によってもとのノードでアプリケー
ションを正しい順序で停止できない場合があり、サービスが別のノードで起
動される点です。
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クラスタ制御のガイドラインについて
アプリケーションが次の条件を満たしている場合、ほぼすべてのアプリケーションをクラス
タで制御することが可能です。
■

起動、停止、監視用のプロシージャが定義されている
p.29 の 「 起動、停止、監視用のプロシージャが定義されている」 を参照してくださ
い。

■

障害に対して耐性を有している
p.30 の 「 既知の状態でアプリケーションを再開する機能」 を参照してください。

■

共有ディスクに必要なデータを格納できる
p.30 の 「 外部データストレージ」 を参照してください。

■

ライセンスとホスト名の依存関係がクラスタ環境下でも矛盾しない
p.31 の 「 ライセンスとホスト名の問題」 を参照してください。

起動、停止、監視用のプロシージャが定義されている
次の表は、クラスタ化するアプリケーションを起動、停止、監視するための定義済みプロ
シージャについての説明です。
起動プロシージャ

アプリケーションには、アプリケーション自身を起動するコマンドと、必要にな
る可能性があるすべてのリソースが備わっている必要があります。 VCS で
は、特定の順序で必要なリソースを起動し、定義済みの起動プロシージャを
使ってアプリケーションを起動します。
たとえば、Oracle データベースを起動するためには、sqlplus など、呼び出
す Oracle のユーティリティを VCS が把握している必要があります。また、
VCS は Oracle ユーザー、インスタンス ID、Oracle ホームディレクトリ、およ
び pfile についての情報を持っている必要があります。

停止プロシージャ

アプリケーションの個々のインスタンスは、他のインスタンスに影響を及ぼす
ことなく停止できる必要があります。
たとえば、Web サーバー上ですべての httpd プロセスを強制終了すること
はできません。他の Web サーバーも停止させてしまうためです。
VCS がアプリケーションを正常終了できなかった場合、強制終了（kill）のよ
うに、さらに強制的に終了させる方法が必要となります。 強制停止の後に
は、各種のプロセスおよびアプリケーション固有の残留項目を除去するた
め、クリーンアッププロシージャが必要な場合もあります。これらの項目には、
共有メモリセグメントやセマフォが含まれます。
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監視プロシージャ

アプリケーションには、指定されたアプリケーションインスタンスが正常かどう
かを判断する監視プロシージャが必要です。また、複数のインスタンスが起
動していたとしても、各インスタンスを識別して個別に監視できる必要があり
ます。
たとえば、Web サーバーの監視プロシージャは指定されたサーバーに接続
し、Web ページを提供していることを確認します。データベース環境では、
監視アプリケーションをデータベースサーバーに接続し、SQL コマンドを実
行してデータベースに対する読み書きアクセスを確認できます。
テスト結果とユーザーの操作の一致度が高ければ、さらに問題を検出しや
すくなります。 アプリケーションを確実に動作させる一方で、監視によるオー
バーヘッドを最小限にとどめることにより、監視のレベルのバランスをとるよう
にしてください。

既知の状態でアプリケーションを再開する機能
アプリケーションをオフラインにしたとき、アプリケーションはすべてのタスクを終了し、必
要なデータを共有ディスクに保存し、終了する必要があります。アプリケーションによって
は、クライアントの状態をサーバー側で記録しないものもあります。フェールオーバーが
正しく実行されるには、状態を共有ストレージに書き込む必要があります。
Oracle、Sybase、または SQL Server などの商用データベースは、クラッシュに対応で
きる優れたアプリケーションの一例です。クライアントの SQL リクエスト時には、クライアン
トはサーバーからの承認を受け取るまでリクエストを保持しなければなりません。 サーバー
がリクエストを受け取ると、専用のログファイルである REDO ログファイルに保存されます。
データベースは、クライアントに応答を返す前に、データが保存されていることを確認しま
す。 サーバーがクラッシュした場合でも、データベースは、表データをマウントして REDO
ログを適用することにより、クラッシュ直前のコミット状態に修復します。これは、クラッシュ
時のデータベースの状態に戻すことになります。クライアントは、サーバーに承認されて
いない未処理のクライアントリクエストを再提出し、その他すべてのリクエストは REDO ロ
グに記録されます。
サーバーがクラッシュした後、アプリケーションを正常に修復できない場合は、アプリケー
ションをクラスタ環境で実行できません。テイクオーバー先のサーバーで、データの破損
やその他の問題のため、アプリケーションを起動できません。

外部データストレージ
クラスタ化するアプリケーションは、必要なデータと設定情報をすべて共有ディスクに格
納する必要があります。 例外となるのは、本当の共有なしクラスタの場合です。
p.59 の 「共有なしクラスタについて」 を参照してください。
この必要条件を満たすには、特定の設定オプション、またはソフトリンクが必要な場合が
あります。たとえば、ある製品が /usr/local ディレクトリのみにインストールされているとし
ます。この制約には、共有ストレージデバイスからマウントされたファイルシステムに
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/usr/local をリンクするか、/usr/local に共有デバイスからファイルシステムをマウントする
という、いずれかのオプションが必要となります。
また、アプリケーションは、データをメモリに保存するのではなく、ディスクに格納する必要
があります。サービスグループをテイクオーバーするシステムは、アプリケーションを動作
させるのに必要なすべての情報にアクセス可能である必要があります。この必要条件に
は、他のシステムからアクセス不可能な、そのシステムのローカル情報の使用は含まれま
せん。パフォーマンスのために NVRAM アクセラレータボードや他のディスクキャッシュ
機構などは使用可能ですが、ローカルホスト上でなく、外部アレイ上で使用する必要があ
ります。

ライセンスとホスト名の問題
アプリケーションは、稼動可能なホストとして指定されたすべてのサーバーで、実行でき
る必要があります。 この必要条件では、ライセンスの必要条件とホスト名の依存関係を厳
密に順守しなければなりません。 ホスト名を変更した場合、システム障害などによってア
プリケーションが他のシステムで実行されたときに、アプリケーション実行システムと障害
を起こしたシステムで同一の名前のシステムが複数台存在することになり、管理上大きな
問題となります。 カスタムスクリプトを作成し、フェールオーバー発生時にシステムホスト
名を変更することは、推奨しておりません。 シマンテック社では、アプリケーションとライセ
ンスがすべてのホストで適切に動作するように設定することを推奨します。

VCS の物理コンポーネントについて
VCS クラスタは、専用の通信インフラで相互接続されたシステムで構成されます。VCS
では、クラスタの一部であるシステムをノードとします。
各クラスタには、一意のクラスタ ID があります。冗長クラスタ通信リンクは、クラスタ内のシ
ステムを接続します。
p.31 の 「VCS ノードについて」 を参照してください。
p.32 の 「共有ストレージについて」 を参照してください。
p.32 の 「ネットワークについて」 を参照してください。

VCS ノードについて
VCS ノードは、サービスグループ（管理されるアプリケーションとそのリソース）をホストし
ます。 各システムはネットワークハードウェアに接続されています。また、通常、ストレージ
ハードウェアにも接続されています。 システムには、アプリケーションの耐性管理、エー
ジェントの開始と終了を提供するコンポーネントが含まれています。
ノードは、個別のシステムとすることも、エンタープライズクラスのシステムまたはサポート
される 仮想マシンのドメインまたはパーティションで構成することもできます。 各クラスタ
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ノードでブートデバイスを有し、ノードごとにオペレーティングシステムを実行させます。
同じオペレーティングシステムを実行するノードで、クラスタを形成する必要があります。
VCS は最大 64 ノードのクラスタをサポートします。アプリケーションは、クラスタ内の特定
のノードで実行されるように設定できます。

共有ストレージについて
ストレージは、ほとんどのアプリケーションサービス、つまりほとんどのサービスグループに
とって重要なリソースです。 関連するデータファイルにアクセスするシステムでは、管理
下のアプリケーションを起動できます。したがって、ストレージがすべてのシステムで共有
されている場合、サービスグループだけがクラスタ内のすべてのシステムで動作できま
す。多くの構成で、SAN（ストレージエリアネットワーク）がこの要件を提供します。
p.57 の 「 クラスタトポロジーとストレージ構成」 を参照してください。
データ保護には、I/O フェンシングのテクノロジを使えます。I/O フェンシングは、クラスタ
で認証され検証済みのメンバー以外のシステムからの、共有ストレージへのアクセスをブ
ロックします。
p.47 の 「I/O フェンシングモジュールについて」 を参照してください。
p.354 の 「I/O フェンシングのアルゴリズムについて」 を参照してください。

ネットワークについて
クラスタ内のネットワークは次の目的で使われます。
■

クラスタノードとユーザーのシステム間の通信

■

クラスタノード間の通信

p.44 の 「クラスタ制御、通信およびメンバーシップについて」 を参照してください。

VCS の論理コンポーネント
VCS は、アプリケーションをクラスタ化するためのインフラを提供するいくつものコンポー
ネントで構成します。
p.33 の 「リソースとリソースの依存関係について」 を参照してください。
p.35 の 「リソースのカテゴリ」 を参照してください。
p.35 の 「リソースタイプについて」 を参照してください。
p.36 の 「サービスグループについて」 を参照してください。
p.36 の 「サービスグループの種類」 を参照してください。
p.37 の 「ClusterService グループについて」 を参照してください。
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p.38 の 「クラスタ UUID について」 を参照してください。
p.38 の 「VCS のエージェントについて」 を参照してください。
p.39 の 「エージェント関数について」 を参照してください。
p.44 の 「 VCS エージェントフレームワーク」 を参照してください。
p.44 の 「クラスタ制御、通信およびメンバーシップについて」 を参照してください。
p.48 の 「セキュリティサービスについて」 を参照してください。
p.48 の 「 VCS 管理用のコンポーネント」 を参照してください。

リソースとリソースの依存関係について
リソースとは、アプリケーションを構成するハードウェアエンティティまたはソフトウェアエン
ティティのことを示します。ディスクグループとファイルシステム、ネットワークインターフェー
スカード（NIC）、IP アドレス、アプリケーションはリソースの少数の例です。
リソースの依存関係は、アプリケーションまたはオペレーティングシステムの必要条件の
ために、お互いに依存し合うリソースを示します。 リソースの依存関係は、階層（またはツ
リーと呼ばれる）の図で示され、上位（親）のリソースは下位（子）のリソースに依存します。
図 1-2 は、データベースアプリケーションの階層を示しています。
リソース依存関係グラフの例

図 1-2

アプリケーションにはデータベースと IP アドレスが必要
アプリケーション
データベース

IP アドレス

ファイル

ネットワーク

ディスクグループ

リソースの依存関係に従って、リソースをオンラインまたはオフラインにする順序が決まり
ます。 たとえば、ディスクグループのボリュームを起動する前にディスクグループのイン
ポートが必要であり、ファイルシステムをマウントする前にボリュームを起動する必要があ
ります。 これとは反対に、ボリュームを停止する前にファイルシステムのマウント解除が必
要であり、ディスクグループのデポートの前にボリュームの停止が必要です。
子がそれぞれオンラインになった後、親がオンラインになります。これがツリーの上位にま
で続き、最終的にアプリケーションが起動されます。 逆に、管理対象のアプリケーション
をオフラインにするには、VCS では階層の最上位からリソースの停止を始めます。 この
例では、まずアプリケーションが停止され、次にデータベースアプリケーションが停止され
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ています。 次に、IP アドレスとファイルシステムを同時に停止します。 これらのリソース
は、互いに依存関係を持たず、ツリーの下位まで続きます。
親リソースをオンラインにする場合は先に子リソースをオンラインにする必要があり、 子リ
ソースをオフラインにする場合は先に親リソースをオフラインにする必要があります。 親子
の相互依存関係を持たないリソースは、同時にオンラインまたはオフラインにできます。

Atleast リソースの依存関係
VCS 6.2 リリースでは、一組の子リソースによって親リソースが決まる新しいタイプのリソー
ス依存関係が導入されました。親リソースは、このリソースセットの最小数の子リソースが
オンラインの場合にオンラインになるかまたはオンライン状態を維持します。
例えば、アプリケーションが 5 つの IP に依存し、このアプリケーションをオンラインにした
り、オンライン状態を維持する必要がある場合、少なくとも 2 つの IP をオンラインにする
必要があります。この依存関係を下の図に示すように設定できます。p.239 の 「最小限の
リソース依存関係の設定」 を参照してください。
システムは一組の子の IP リソースを作成し、アプリケーションリソースはこのセットに依存
します。この例では、アプリケーションリソースを res1、子の IP リソースを res2、res3、
res4、res5 および res6 と想定しています。
Atleast リソース依存関係グラフ

図 1-3

アプリケーション
(res1)

IP (res6)

IP (res2)

IP (res3)

最小依存関係= 2 IP

IP (res4)

IP (res5)

2 つ以上の IP リソースがオンラインになると、アプリケーションはオンラインになろうとしま
す。オンラインリソースの数が最小必要条件以下の場合（この場合: 2)、リソースエラーは
リソース依存関係ツリーの上に向かって伝播されます。
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メモ: VOM および Java GUI は atleast リソース依存関係をサポートしないため、依存関
係は通常のリソース依存関係として表示されます。

リソースのカテゴリ
リソースのタイプごとに、異なるレベルの制御が必要です。
表 1-1 は、VCS リソースの 3 つのカテゴリの説明です。
表 1-1

VCS リソースのカテゴリ

VCS リソース

VCS の動作

On-Off

VCS は必要に応じてリソースの起動または停止を実行します。た
とえば、VCS は必要に応じてディスクグループをインポートし、不
要になるとデポートします。

On-Only

VCS はリソースの起動は行いますが、停止は行いません。
たとえば、VCS は、サービスグループでファイルシステムをエクス
ポートするために、そのノード上に NFS デーモンが必要です。
VCS は必要に応じてデーモンを起動しますが、関連付けられてい
るサービスグループがオフラインになっている場合でもデーモンを
停止しません。

Persistent

このリソースはオンライン化することも、オフライン化することもでき
ません。たとえば、ネットワークインターフェースは、起動または停
止させることはできませんが、IP アドレスを設定するには必要で
す。Persistent リソースでは Operation 属性に None が設定され
ています。そのリソースの状態を把握し、そのリソースに依存してい
る別のリソースの操作を確実に行うために、Persistent リソースに
ついても VCS は監視を実行します。Persistent リソースに障害が
発生した場合、サービスグループのフェールオーバーを引き起こ
します。

リソースタイプについて
VCS では、管理する各リソースのリソースタイプを定義します。 たとえば、ネットワークイ
ンターフェースカードを管理するための NIC リソースタイプを設定できます。 同様に、IP
リソースタイプを使って IP アドレスを設定できます。
VCS は事前定義済みのリソースタイプのセットを組み込んでいます。 VCS は、リソース
タイプごとに対応するエージェントを持ち、このエージェントがリソースを制御するための
ロジックを提供します。
p.38 の 「VCS のエージェントについて」 を参照してください。
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サービスグループについて
サービスグループとは、管理されるアプリケーションの実行に必要なすべてのハードウェ
アリソースとソフトウェアリソースが含まれる仮想コンテナです。サービスグループにより、
VCS は管理されるアプリケーションのすべてのハードウェアリソースとソフトウェアリソース
を単一の単位として制御できるようになります。 フェールオーバーが起きた場合は、リソー
スが個別にフェールオーバーすることはありません。サービスグループ全体がフェール
オーバーします。 システムに 2 つ以上のサービスグループがある場合、1 つのグループ
は他のグループに影響を与えずにフェールオーバーできます。
図 1-4 に、通常のデータベースサービスグループを示します。
通常のデータベースサービスグループ

図 1-4

アプリケーション

ファイルシステム

IP アドレス

ディスクグループ

ネットワーク

サービスグループごとに異なるサービスをネットワーク接続されたクライアントに提供する
場合、1 つのノード上で多数のサービスグループを動作させることも可能です。サーバー
がクラッシュした場合は、そのノードのすべてのサービスグループを別のノードにフェー
ルオーバーする必要があります。
サービスグループは互いに依存関係を持つことができます。 たとえば、管理されるアプリ
ケーションはデータベースアプリケーションに依存している財務アプリケーションである場
合があります。 管理されるアプリケーションは、サービスの提供に必要なすべてのコンポー
ネントで構成されているため、サービスグループの依存関係により管理されるアプリケー
ションはますます複雑になります。 サービスグループの依存関係を使う場合、管理される
アプリケーションは依存関係ツリー全体になります。
p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してください。

サービスグループの種類
VCS のサービスグループは、フェールオーバー、パラレル、ハイブリッドの 3 つの主要カ
テゴリに分類されます。
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フェールオーバーサービスグループについて
フェールオーバーサービスグループは、クラスタ内の 1 つのシステム上でしか実行でき
ません。 複数のシステムが同時にアプリケーションのデータへアクセスすることをサポー
トしないほとんどのアプリケーションで、フェールオーバーグループが使われます。

パラレルサービスグループについて
パラレルサービスグループは、クラスタ内の複数のシステム上で同時に実行できます。こ
のパラレルサービスグループは、フェールオーバーグループよりも複雑です。 複数のア
プリケーションインスタンスを管理してデータを破損することなく同時実行するアプリケー
ションでは、パラレルサービスグループが適しています。

ハイブリッドサービスグループについて
ハイブリッドサービスグループは、RDC（Replicated Data Cluster）を対象としたグルー
プで、フェールオーバーサービスグループとパラレルサービスグループを組み合わせた
ものです。 システムゾーンまたはサイト内のフェールオーバーグループと、システムゾー
ンまたはサイトをまたがる並列グループとして動作します。
p.445 の 「システムゾーンについて」 を参照してください。
ハイブリッドサービスグループは、システムゾーンを越えてフェールオーバーできません。
VCS では、両方のシステムが同一システムゾーンまたはサイト内にある場合にハイブリッ
ドサービスグループの切り替え操作が実行できます。ゾーン内にフェールオーバー可能
なシステムが存在しない場合、VCS は最も小さなノード ID のノードで nofailover トリガ
を呼び出します。
p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してください。
p.539 の 「nofailover イベントトリガについて」 を参照してください。

ClusterService グループについて
ClusterService グループは特殊な目的のサービスグループで、VCS コンポーネントに
よって必要とされるリソースが含まれています。
このグループには次の項目のリソースが含まれます。
■

通知

■

グローバルクラスタで使われる Wide Area Connector（WAC）プロセス

デフォルトでは、ClusterService グループはフリーズしたノードなどの制約があっても任
意のノードにフェールオーバーできます。 ただし、AutoAddSystemToCSG 属性を無効
にした場合、SystemList に含まれるノードを制御できます。 ClusterService グループは
最初にオンライン化されるサービスグループであり、自動無効化できません。
ClusterService グループは、最初に実行状態に遷移するノード上でオンライン化されま
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す。 VCS エンジンによって、このサービスグループを手動でオフライン化する操作はで
きないようになっています。

クラスタ UUID について
製品インストーラを使って VCS をインストールするとき、インストーラは全世界で一意な識
別子（UUID）をクラスタに対して生成します。この値はクラスタのすべてのノード間で共通
です。 値は ClusterUUID または CID 属性で定義されます。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
製品インストーラを使わずに VCS をインストールする場合、uuidconfig.pl ユーティリティ
を実行してクラスタの UUID を設定する必要があります。
p.246 の 「クラスタの UUID 値の設定と設定解除」 を参照してください。

VCS のエージェントについて
エージェントとは、マルチスレッドプロセスのことで、リソース管理ロジックを提供します。
VCS には、リソースタイプごとに 1 つのエージェントが存在します。このエージェントがそ
のタイプのすべてのリソースを監視します。たとえば、1 つの IP エージェントが、VCS 上
のすべての IP リソースを管理します。
エージェントは、起動時に VCS エンジンから必要な設定情報を取得します。その後、周
期的にリソースを監視し、VCS エンジンのリソースの状態を更新します。 IMF（Intelligent
Monitoring Framework）をサポートするエージェントは、リソースの非同期的な監視も行
います。 これらのエージェントは IMF 通知モジュールに登録して、リソースの状態変化
に関する通知を受けます。 プロセスベースとマウントベースのエージェントの IMF を有効
にすることで、システムリソースの利用率に関してパフォーマンスが大幅に向上し、アプリ
ケーションのフェールオーバーの高速化にも役立ちます。
p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
リソースをオンラインまたはオフラインにするための処理は、それぞれのリソースタイプご
とに大きく異なります。 たとえば、ディスクグループをオンラインにするときは、そのディス
クグループをインポートする必要があります。 一方、データベースをオンラインにするとき
は、データベース管理処理を起動して適切な起動コマンドを発行する必要があります。
VCS は、リソースがオンラインでもオフラインの状態でもリソースの監視を行い、サービス
グループがオンラインでないシステム上で、そのサービスグループのリソースがオンライ
ンとならないようにします。 このため、システム上で VCS が起動した場合、そのシステム
でオンラインとなる可能性があるすべてのリソース用のエージェントも起動します。 また、
システムでオンラインになる可能性のないリソースタイプのエージェントは起動されませ
ん。 たとえば、Oracle リソースを含んだサービスグループがオンラインになる可能性のな
いシステムでは、Oracle エージェントは起動されません。
VCS の制御外でアプリケーションが意図的に終了されたときに、特定のエージェントは
そのことを特定できます。この機能をサポートするエージェントについて、管理者が VCS

38

第 1 章 Symantec Cluster Server の概要
VCS の論理コンポーネント

の制御外でアプリケーションを意図的に終了した場合、VCS はその終了を障害として扱
いません。 VCS は、サービスグループ内の他のリソースの状態に従って、サービスグルー
プの状態を Offline または Partial に設定します。
この機能により、管理者はフェールオーバーを発生させずにアプリケーションを停止でき
ます。 この機能は、V51 エージェントで利用できます。 エージェントバージョンは VCS
バージョンから独立しています。 たとえば、VCS 6.0 は下位互換性を備え、 V40、V50、
V51、V52 エージェントを実行できます。
p.453 の 「意図的なオフライン機能をサポートするリソースに対する VCS の動作」 を参照
してください。

エージェント関数について
エージェントは、リソースの特定の関数を実行します。エージェントが実行する関数はエ
ントリポイントと呼ばれます。
エージェント関数について詳しくは、『Symantec Cluster Server エージェント開発者ガ
イド』を参照してください。
表 1-2 は、エージェント関数についての説明です。
表 1-2

エージェント関数

エージェント関数 ロール
Online

特定のリソースを OFFLINE 状態から ONLINE 状態にします。

Offline

リソースを ONLINE 状態から OFFLINE 状態にします。

Monitor

リソースの状態をテストして、リソースの状態が ONLINE か、OFFLINE であ
るかを判断します。
関数は次の時点で動作します。
■

■
■

■

imf_init

ノードでの VCS の初期起動時（ノード上のすべてのリソースの状態をプ
ローブおよび特定するため）
各オンライン操作とオフライン操作の実行後
定期的（リソースが正常な状態にあることを確認するため） 通常の状態
では、リソースがオンラインになったとき、monitor エントリポイントは 60
秒ごとに実行されます。 リソースがオフラインになることが想定される場
合、エントリポイントは 300 秒ごとに実行されます。
次のコマンドを使ってリソースをプローブするとき:
# hares -probe res_name -sys system_name

IMF 通知モジュールとインターフェースするためにエージェントを初期化し
ます。 この関数はエージェントの起動時に実行されます。
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エージェント関数 ロール
imf_getnotification リソースの状態の変化についての通知を取得します。 この関数は、IMF 通
知モジュールによってエージェントが初期化された後に実行されます。 この
関数は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 IMF 通知モジュールに登録または登録解除します。
たとえば、この関数はプロセスのオンライン監視のための PID を登録します。
この関数は、リソースが安定状態（オンラインまたはオフライン）になった後に
各リソースに対して実行されます。

Clean

リソースがオンライン化またはオフライン化に失敗した後に、またはリソース
が ONLINE 状態のときに ONLINE として検出できなかった後にクリーンアッ
プ処理を行います。 clean エントリポイントは、アプリケーションで障害が発
生した後にクリーンアップを行います。その関数は、ホストシステムを有効な
状態に戻します。たとえば、clean エントリポイントを実行した場合、メモリ上
にあるデータベースの共有メモリセグメントまたは IPC リソースの削除を行い
ます。

Action

短時間で実行が完了する処置を実行します。このエントリポイントには、従来
の online や offline エントリポイントとは別の処置を定義します。一部のエー
ジェントには事前定義済みの action スクリプトがあり、このスクリプトを action
関数を呼び出して実行できます。

Info

online リソースの特定の情報を検索します。
検索したリソースの情報は、ResourceInfo 属性に格納されます。リソースの
タイプの InfoInterval 属性に 0 以外の値が設定されている場合、この関数
が定期的に実行されます。InfoInterval 属性は、info 関数を実行する時間
間隔を定義します。たとえば、Mount エージェントは、この関数を使って、
ファイルシステムで利用可能な空き容量を定期的に表示させることが可能で
す。
更新された情報を確認するために、コマンドラインインターフェースから次の
コマンドを実行して info エージェント関数を明示的に呼び出すことができま
す。
hares -refreshinfo res [-sys system] -clus cluster
| -localclus

リソースの監視について
VCS エージェントは、MonitorInterval または OfflineMonitorInterval リソースタイプ属性
で定義されている監視間隔（秒単位）の値に基づいて、定期的にリソースをポーリングし
ます。各監視間隔の後、VCS はそのリソースに対する監視エージェント関数を呼び出し
ます。たとえば、プロセスオフライン監視で、各プロセスリソースに対応するプロセスエー
ジェントの監視エージェント関数は、各監視間隔でプロセステーブルをスキャンし、プロセ
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スがオンラインになっているかどうかを確認します。プロセスオンライン監視で、監視エー
ジェント関数は監視しているプロセス ID の状態について、オペレーティングシステムに
問い合わせます。マウントエージェントの場合は、各マウントリソースに対応する監視エー
ジェント関数は、ブロックデバイスがマウントポイントにマウントされているかどうかを確認し
ます。これを判断するため、監視関数はマウントテーブルのスキャンなどの操作を実行す
るか、statfs と同等のコマンドを実行します。
インテリジェントな監視フレームワーク（IMF）では、VCS はポーリングベースの監視に加
えてインテリジェントなリソース監視をサポートします。IMF は VCS のエージェントフレー
ムワークの拡張機能です。IMF 対応の VCS エージェントのインテリジェントな監視機能
は有効または無効にできます。 IMF 対応エージェントについて詳しくは、『Symantec
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。
p.42 の 「インテリジェントなリソース監視の動作方法」 を参照してください。
p.230 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。
p.233 の 「スクリプトによるエージェントの IMF の有効化と無効化」 を参照してください。
ポーリングベースの監視は、多数のリソースを用いるシステムの CPU やメモリのようなシ
ステムリソースのかなり大きいパーセントを消費する場合があります。これは、実行中のア
プリケーションのパフォーマンスに影響するだけでなく、エージェントが効率的に監視で
きるリソースの数も制限します。
ただし、IMF ベースの監視により、ポーリングベースの監視を完全に廃止するか、または
頻度を減らすことができます。 たとえば、プロセスのオフラインとオンライン監視では、プ
ロセスで有効にされた IMF ベースの監視によって、ポーリングベースの監視の必要性を
完全になくすことができます。 同様に vxfs マウントでは、IMF 監視を有効にしてポーリン
グベースの監視を廃止できます。こうした監視が占める領域の削減により、他のアプリケー
ションで使用できるシステムリソースが多くなります。
メモ: マウントに対するインテリジェントな監視フレームワークは、VxFS、CFS、および NFS
のマウントタイプでのみサポートされます。
IMF 対応エージェントによって、VCS は大量のリソースを効率的に監視できるようになり
ます。
従って、インテリジェント監視にはポーリングベースの監視に勝る次の利点があります。
■

リソースの状態の変化をより速く通知します

■

監視関数が占める領域の削減により VCS システムの使用率を減らします

■

VCS で大量のリソースを効率的に監視できます

次の場合には、エージェントの IMF を有効にすることを考慮してください。
■

VCS の制御下に大量のプロセスリソースかマウントリソースがある
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■

IMF 対応のエージェントがある

IMF 対応エージェントについて詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

付属エージェントが IMF 対応かどうかについて詳しくは、『Symantec 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。

■

CFS 環境の IMF 対応エージェントについては、『Symantec Storage Foundation
Cluster File System High Availability インストールガイド』を参照してください。

インテリジェントなリソース監視の動作方法
IMF 対応エージェントが起動すると、エージェントは IMF 通知モジュールを初期化しま
す。リソースが安定状態になった後、エージェントはリソースの監視に必要な詳細を IMF
通知モジュールに登録します。たとえば、プロセスエージェントはプロセスの PID を IMF
通知モジュールに登録します。 エージェントの imf_getnotification 関数はリソースの状
態が変化するのを待ちます。 IMF 通知モジュールがリソースの状態の変化を
imf_getnotification 関数に通知すると、エージェントフレームワークは監視エージェント
関数を実行して、そのリソースの状態を確認します。 エージェントが状態の変化を VCS
に通知すると、VCS は適切な処理を実行します。
リソースは、2 つの連続する監視エージェント関数が状態を ONLINE または OFFLINE
として報告すると、安定状態に移行します。どのように安定状態に移行するかについて、
いくつかの例を次に示します。
■

リソースがオンライン状態になると、オンラインエージェント関数が完了した後で、監視
エージェント関数がスケジュールされます。この監視エージェント関数が状態を
ONLINE として報告すると想定します。次の監視エージェント関数は、MonitorInterval
属性によって指定された時間間隔が経過した後で実行されます。この監視エージェ
ント関数も状態を ONLINE として報告した場合は、2 つの連続した監視エージェント
関数がリソースの状態を ONLINE として報告したことになるので、安定状態になりま
す。2 番目の監視エージェント関数が状態を ONLINE として報告した後、IMF の登
録コマンドがスケジュールされます。リソースは IMF の通知モジュールによって登録
され、IMF の制御下に入ります。MonitorInterval のデフォルト値は 60 秒です。
リソースのオフライン状態についても、同様の一連のイベントが発生します。

■

IMF があるエージェントタイプに対して無効化されており、リソースが ONLINE 状態
であるときにそのエージェントタイプに対して IMF を有効化すると想定します。次の
監視エージェント関数は、MonitorInterval によって指定された時間間隔が経過した
後で実行されます。この監視エージェント関数も状態を ONLINE として報告した場合
は、2 つの連続した監視エージェント関数がリソースの状態を ONLINE として報告し
たことになるので、安定状態になります。
そのエージェントタイプに対して IMF を有効化したあとで、リソースが最初に OFFLINE
と報告され、次の監視エージェント関数でも状態が OFFLINE と報告された場合、同
様の一連のイベントが発生します。

p.47 の 「IMF 通知モジュールについて」 を参照してください。
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Open IMF について
Open IMF アーキテクチャは、ユーザースペースで起きるイベントについての通知の取
得を有効にすることにより、IMF 機能を拡張します。
このアーキテクチャは IMFD（IMF Daemon）を使って USNP（User Space Notification
Provider）から通知を収集し、AMF ドライバに渡します。AMF ドライバは、それらの通知
を適切なエージェントに順次渡します。 IMFD は、Open IMF を必要とするエージェント
により、IMF への最初の登録時に開始されます。
Open IMF アーキテクチャには次の利点があります。
■

IMF は同じ VCS リソースの下の異なるタイプのイベントをグループ化できる、カーネ
ル領域イベントとユーザー領域イベントのための中央通知プロバイダです。

■

ユーザー領域からのみ取得できる通知を活用することで、より多くのエージェントを
IMF 対応にすることができます。

■

エージェントは USNP と対話せずに IMF からの通知を取得できます。

たとえば、Open IMF は、Veritas Volume Manager の通知プロバイダである vxnotify
からの通知を取得するために AMF ドライバを有効にします。 AMF ドライバは、これらの
通知を DiskGroup エージェントに渡します。 DiskGroup エージェントについて詳しくは、
『Symantec 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。

エージェントの分類
VCS で動作するさまざまな種類のエージェントとして、付属エージェント、エンタープライ
ズエージェント、カスタムエージェントがあります。

付属エージェントについて
VCS のパッケージに同梱されているのが、付属エージェントです。これには、Disk、
Mount、IP およびその他のさまざまなリソースタイプが含まれています。
『Symantec 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。

エンタープライズエージェントについて
エンタープライズエージェントは、サードパーティ製のアプリケーションを制御します。これ
には、Oracle 用、Sybase 用、DB2 用のエージェントがあります。
詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

Symantec Cluster Server Agent for Oracle インストールおよび設定ガイド

■

Symantec Cluster Server Agent for Sybase インストールおよび設定ガイド

■

Symantec Cluster Server Agent for DB2 インストールおよび設定ガイド
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カスタムエージェントについて
カスタムエージェントとは、顧客またはシマンテック社のコンサルティングサービスが開発
するエージェントです。付属エージェントやエンタープライズエージェントがサポートして
いないアプリケーションの制御を行う必要がある場合に、カスタムエージェントが必要にな
ります。
『Symantec Cluster Server エージェント開発者ガイド』を参照してください。

VCS エージェントフレームワーク
VCS エージェントフレームワークは、各エージェントにコンパイルされた、一連の共通事
前定義済み関数です。これらの関数には、VCS エンジン（HAD）に接続する関数や、共
有の設定パラメータを把握する関数が含まれます。 エージェントフレームワークを利用す
ることで、開発者はクラスタ用の機能を開発する必要がなくなり、特定のリソースタイプの
制御に集中できるようになります。
VCS エージェントフレームワークには、リソースの非同期的な監視と、即時の状態変化通
知を可能にする IMF（Intelligent Monitoring Framework）も含まれます。
p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
エージェントの開発について詳しくは、『Symantec Cluster Server エージェント開発者
ガイド』を参照してください。

クラスタ制御、通信およびメンバーシップについて
クラスタ通信により、VCS は各システムのサービスグループとリソースの状態を常に把握
できます。これにより、クラスタのどのシステムがアクティブメンバーであるか、どのシステ
ムがクラスタに追加され、また、クラスタから切り離されたのか、またどのシステムで障害が
発生したのか、といった情報も認識できます。
p.44 の 「高可用性デーモン（HAD）について」 を参照してください。
p.45 の 「HostMonitor デーモンについて」 を参照してください。
p.46 の 「GAB（Group Membership Services and Atomic Broadcast）について」 を参
照してください。
p.46 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
p.47 の 「I/O フェンシングモジュールについて」 を参照してください。
p.47 の 「IMF 通知モジュールについて」 を参照してください。

高可用性デーモン（HAD）について
VCS 高可用性デーモン（HAD）は各システムで実行されます。
VCS エンジンとも呼ばれる HAD には、次の機能があります。
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■

設定ファイルを基にして、実行するクラスタ設定を構築する

■

新しいノードが追加された場合に情報を配信する

■

オペレータの入力に応答する

■

エラー発生時の修正アクションを実行する

クラスタエンジンは、エージェントで各リソースの監視および管理をします。各システムで
ローカルリソースについての情報をエージェントを使って収集した後に、その情報が全ク
ラスタメンバーに配信されます。
また、各システム上のデーモンは、別のクラスタメンバーからそのメンバー上のリソースに
関する情報を受信し、その情報を基にクラスタの情報を更新します。 HAD は、状態の
Replicated State Machine（RSM）として動作します。 そのため、各ノードで動作するエ
ンジンは、クラスタに属しているすべてのノード上のリソースについて、十分に同期のとれ
た情報を保持しています。HAD の各インスタンスは、必要に応じて、障害への対処と同
じ経路で送信されます。
RSM は、特別な通信パッケージを使って保守されます。 通信パッケージは、LLT（Low
Latency Transport）と GAB（Group Membership Services and Atomic Broadcast）と
いうプロトコルで構成されます。
p.318 の 「システム間のクラスタ通信について」 を参照してください。
hashadow プロセスは HAD を監視し、必要に応じてこれを再起動します。

HostMonitor デーモンについて
VCS は、VCS エンジンが起動されると、HostMonitor デーモンも起動します。VCS エン
ジンは、タイプ HostMonitor および VCShmg サービスグループの VCS リソース VCShm
を作成します。VCS エンジンが、これらのオブジェクトを main.cf ファイルに追加すること
はありません。 これらの VCS コンポーネントは、変更したり削除したりしないでください。
VCS は HostMonitor デーモンを使って、CPU、Memory、Swap のリソース使用状況を
監視します。VCS は、リソースに対して定義されているしきい値をリソースが超えると、エ
ンジンログに報告を行います。また、HostMonitor デーモンは、CPU、Memory、Swap
の絶対数での利用可能な容量を監視して、アプリケーションを利用可能な容量が最も大
きいシステムにフェールオーバーするか最も適したシステムにフェールオーバーするか
を、VCS エンジンが動的に決定できるようにします。
VCS は HostMonitor オブジェクト名を使用するユーザー定義の VCS オブジェクトを削
除します。HostMonitor デーモンの予約語を使用して main.cf ファイルに次のオブジェ
クトを定義した場合、VCS は VCS エンジンが起動したときにそれらのオブジェクトを削除
します。
■

VCShmg として定義したすべてのグループとそのすべてのリソース

■

HostMonitor として定義したすべてのリソースタイプと、そのリソースタイプに該当す
るすべてのリソース
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■

VCShm として定義したすべてのリソース

p.74 の 「VCS キーワードと予約語について」 を参照してください。
Statistics 属性を使って HostMonitor デーモンの動作を制御できます。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。

GAB（Group Membership Services and Atomic Broadcast）につ
いて
GAB（Group Membership Services and Atomic Broadcast）プロトコルは、クラスタメン
バーシップとクラスタ通信に関する次の機能を実現します。
■

クラスタメンバーシップ
GAB は、LLT を使った各ノードのハートビートより、クラスタメンバーシップを判断しま
す。システムがピアからのハートビートを受信しなくなると、そのピアに DOWN のマー
クを付け、クラスタから除外します。VCS では、メンバーシップはクラスタに参加してい
るシステムのセットです。
VCS には、次のタイプのメンバーシップがあります。

■

■

通常メンバーシップには、1 つ以上のネットワークチャネルで互いに通信するシス
テムが含まれます。

■

JEOPARDY メンバーシップには、プライベート通信リンクを 1 つだけ持つシステ
ムが含まれます。

■

Visible メンバーシップには、GAB が実行されていても、GAB クライアントが GAB
に登録されなくなっているシステムが含まれます。

クラスタ通信
GAB の 2 つ目の機能は、クラスタ内の通信に高い信頼性を提供します。GAB は、
すべてのノードに 2 地点間やブロードキャストのメッセージを確実に配信します。VCS
エンジンは、有効になっていることを GAB に伝えるために、（GAB が提供している）
プライベート IOCTL を使用します。

LLT（Low Latency Transport）について
VCS は、クラスタノード間のプライベートネットワーク通信を使ってクラスタを保守します。
LLT は、IP スタックの代わりに優れた処理速度と低い遅延を持ったものとして機能し、す
べてのクラスタ通信に使われます。シマンテック社では、すべてのクラスタノード間で少な
くとも 2 つの独立したネットワークを使うことをお勧めします。
ネットワークの設定について詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を
参照してください。
これらのネットワークでは、通信パスで必須の冗長性を提供し、VCS がネットワークの障
害とシステムの障害を識別できるようにします。
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LLT には、次に示す 2 つの主要機能があります。
■

トラフィック分散
LLT は、ノード間の通信を、利用可能なすべてのプライベートネットワークリンク全体
に分散します（負荷分散）。すべてのクラスタ通信はすべてのプライベートネットワーク
リンク（最大 8 個）に均等に分散され、処理速度の確保と障害に対する耐性を実現し
ています。あるリンクに障害が発生した場合、トラフィックは残りのリンクに切り替えられ
ます。

■

ハートビート
LLT は、ネットワークリンク上でハートビート信号の送受信を行います。 GAB のグルー
プメンバーシップサービス機能は、このハートビートを使ってクラスタのメンバーシップ
を判別します。

I/O フェンシングモジュールについて
I/O フェンシングモジュールは、クォーラムタイプの機能を実装しており、プライベートネッ
トワークが切断されクラスタが分断された場合、複数の小クラスタの内 1 つのクラスタだけ
が残るようにします。また、I/O フェンシングは、フェールオーバー時に SCSI-3 の
Persistent Reservation が可能です。 共有ディスクグループにより、クラスタメンバーシッ
プからの除外が想定されるノードによるデータ破壊を完全に防ぐことができます。
p.354 の 「I/O フェンシングのアルゴリズムについて」 を参照してください。

IMF 通知モジュールについて
IMF（Intelligent Monitoring Framework）の通知モジュールは、AMF（Asynchronous
Monitoring Framework）です。
AMF はカーネルドライバであり、システム呼び出しや、オペレーティングシステムの他の
カーネルインターフェースにフックして、次のような各種イベントの通知を取得します。
■

プロセスが開始または停止するとき。

■

ブロックデバイスがマウントポイントからマウントまたはマウント解除されるとき。

■

ゾーンが開始または停止するとき。

また、AMF は IMFD（Intelligent Monitoring Framework Daemon）と通信し、通知に関
連するディスクグループを取得します。AMF は、インテリジェントな監視に対して有効化
されたさまざまな VCS エージェントにこれらの通知をリレーします。
p.43 の 「Open IMF について」 を参照してください。
ゾーンエージェントと DiskGroup エージェントも、非同期イベント通知のために、AMF の
カーネルドライバを使います。
p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
p.44 の 「クラスタ制御、通信およびメンバーシップについて」 を参照してください。
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セキュリティサービスについて
VCS は、クラスタノードとクライアント間のセキュア通信を提供するために Symantec
Product Authentication Service を使います。VCS は認証にデジタル証明書を使い、
パブリックネットワークを介した通信の暗号化には SSL を使います。
セキュアモードでは、次のことが実行されます。
■

VCS はプラットフォームに基づく認証を使います。

■

VCS はユーザーのパスワードを保存しません。

■

すべての VCS ユーザーはシステムおよびドメインユーザーであり、完全修飾ユー
ザー名を使って設定されます。たとえば、administrator@vcsdomain のような形式
です。 VCS はシングルサインオンの方式を採っているため、認証したユーザーはク
ラスタに接続するたびにサインオンする必要はありません。

セキュアな通信を行うために、VCS コンポーネントは、ローカルシステム上で設定された
認証ブローカーから信用証明を取得します。 VCS 6.0 以降では、ルートブローカーと認
証ブローカーはセキュアクラスタの設定時に各ノードに自動的に配備されます。 取得し
た信頼証明書は認証で使われ、SSL ハンドシェークを行なうためにクライアントに提示さ
れます。
VCS とそのコンポーネントは、アカウント名とドメインを次の形式で指定します。
■

HAD アカウント
name = HAD
domain = VCS_SERVICES@Cluster UUID

■

CmdServer
name = CMDSERVER
domain = VCS_SERVICES@Cluster UUID

クラスタの設定時にセキュリティサービスを設定する手順については、Symantec Cluster
Server インストールのマニュアルを参照してください。
p.251 の 「クラスタのセキュアモードの有効化と無効化」 を参照してください。

VCS 管理用のコンポーネント
VCS では、クラスタ管理のための複数のコンポーネントが提供されています。
表 1-3 は、クラスタ管理のために VCS で提供されるコンポーネントについての説明で
す。
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表 1-3

クラスタ管理のための VCS コンポーネント

VCS コンポーネン 説明
ト
Veritas Operations クラスタを監視および管理するための、Web ベースのグラフィカルユーザー
Manager
インターフェースです。
複数のクラスタを管理するには、Veritas Operations Manager をクラスタ外
部の管理サーバーにインストールします。
詳しくは、Veritas Operations Manager のマニュアルを参照してください。
Cluster Manager
（Java コンソール）

クロスプラットフォームの Java ベースのグラフィカルユーザーインターフェー
スでは、クラスタの管理機能をすべて使えます。このコンソールはクラスタの
内部または外部のあらゆるシステムで、Java をサポートするあらゆるオペ
レーティングシステムで動作します。VCS の外部通信ポートが開いていな
い場合は、Java コンソールを使うことができません。デフォルトでは、VCS
の外部通信ポートは 14141 です。

メモ: VCS 6.0 以降のバージョンは、Cluster Manager（Java コンソール）
でサポートされません。Veritas Operations Manager を使い、GUI を使っ
てクラスタの監視と管理を行う必要があります。
p.91 の 「Cluster Manager（Java コンソール）について」 を参照してくださ
い。
VCS コマンドライン VCS コマンドラインインターフェースには、クラスタを管理するための、総合
インターフェース
的なコマンドラインセットがあります。
（CLI）
p.179 の 「コマンドラインでの VCS の管理について」 を参照してください。

Veritas Operations Manager について
Veritas Operations Manager には、Symantec Storage Foundation and High
Availability 製品用の集中型管理コンソールが用意されています。Veritas 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 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 Operations Manager は http://go.symantec.com/vom 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 Operations Manager
のマニュアルを参照してください。
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、
http://www.symantec.com/operations-manager/support からダウンロードできます。

49

第 1 章 Symantec Cluster Server の概要
各要素の組み合わせ

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。Symantec
Cluster Server Management Console は非推奨です。

各要素の組み合わせ
たとえば、一般的な例として、2 ノード構成のクラスタで NFS サービスを実現する場合を
考えてみましょう。両方のノードは共有ストレージに接続されています。これにより、共有
ディレクトリへのアクセスが可能になります。単一サービスグループ NFS_Group は必要
に応じてシステム A とシステム B との間でフェールオーバーを行います。
VCS エンジン HAD は、設定ファイルを読み込み、サービスグループ内のリソースを制御
するために必要なエージェントを判断して、エージェントを起動します。HAD は、リソース
の依存関係を使って、リソースをオンライン化する順番を決定します。VCS は適切な順
番で、対応するエージェントにオンラインコマンドを発行します。
図 1-5 に、サンプル NFS グループの依存関係グラフを示します。
図 1-5
NFSRestart

IP

Share

NFSRestart
NFS/Proxy

Mount

LockMount

DiskGroup

VCS エンジンは、NFS_Group を実行するように設定されたすべてのシステムで、
DiskGroup、Mount、Share、NFS、NIC、IP、NFSRestart の各エージェントを起動しま
す。
リソースの依存関係は、次のように設定されています。
■

/home ファイルシステム（Mount リソースとして設定）をマウントする前にディスクグルー
プ（DiskGroup リソースとして設定）がオンラインであることが必要です。

■

下位の NFSRestart リソースでは、このファイルシステムがマウントされ、NFS デーモ
ン（NFS）が動作している必要があります。
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■

NFS でホームファイルシステム（Share）をエクスポートする際には、下位の NFSRestart
リソースが動作していることが必要です。

■

高可用性 IP アドレスの nfs_IP がオンラインになるには、ファイルシステム（Share）が
共有され、ネットワークインターフェース（NIC）がオンラインである必要があります。

■

上位の NFSRestart リソースでは、IP アドレスが有効であることが必要です。

■

NFS デーモンとディスクグループには子の依存関係が存在しないので、並行して起
動できます。

■

NIC リソースは永続的なリソースであるため、常にオンラインとなります。

前の例では、どちらかのノードで自動的にオンラインになるようにサービスグループを設
定できます。 最初にオンラインであったノードに障害が発生した場合、オペレータがコマ
ンドを使ってサービスグループを移動させるか、VCS が自動的に次のノードへサービス
グループをフェールオーバーします。 フェールオーバーまたは再配置が行われると、最
初のノードでリソースをオフラインにするために、VCS は依存関係グラフの最上位のリソー
スから処理を開始します。 2 番目のノードでリソースを起動するときは、グラフの最下位の
リソースから処理を開始します。
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2
クラスタトポロジーについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

基本的なフェールオーバー構成

■

高度なフェールオーバー構成について

■

クラスタトポロジーとストレージ構成

基本的なフェールオーバー構成
基本的なフェールオーバー構成には、非対称型、対称型、N 対 1 型があります。

非対称（アクティブ/パッシブ）構成
非対称の構成では、アプリケーションはプライマリサーバーで動作します。この構成の場
合、障害発生時にアプリケーションのテイクオーバーを実行するための専用の冗長サー
バーが存在します。冗長サーバーは、このアプリケーションのテイクオーバー専用で、他
の機能は一切実行しないように設定されています。
図 2-1 は、非対称のクラスタ構成内部でのフェールオーバーを示したものです。データ
ベースアプリケーションはマスターから冗長サーバーへ移行、つまりフェールオーバーし
ています。
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図 2-1

非対称フェールオーバー

フェールオーバー前

フェールオーバー後

アプリケーション
アプリケーション

これは、最もシンプルで、かつ確かな構成です。冗長サーバーは、フェールオーバーさ
れるアプリケーションを受け入れ可能な状態で待機しています。複数のアプリケーション
が動作していたとしても、フェールオーバー先のサーバーでリソース不足などの互換性
の問題を発生させません。

対称（アクティブ/アクティブ）構成
対称構成では、各サーバーで個別にアプリケーションやサービスを実行し、それぞれが
他のサーバーの冗長サーバーのロールも担っています。この例では、各サーバーで、ア
プリケーションサービスグループを実行します。障害が発生した場合、残りのサーバーで
両方のサーバーで動作させていたアプリケーションを実行することになります。
図 2-2 は、対称クラスタ構成の内部でのフェールオーバーを示したものです。
図 2-2

対称フェールオーバー

フェールオーバー前

フェールオーバー後

アプリケーション 1
アプリケーション 1

アプリケーション 2
アプリケーション 2

対称型の構成のほうが、ハードウェアの利用法として、より効率的に見えます。非対称構
成の場合、冗長サーバーが必要とする CPU 性能は、プライマリサーバーと同程度のも
のです。そして、フェールオーバー後のアプリケーションの処理速度も変化しません。対
称構成の場合、冗長サーバーは既存のアプリケーションと他のサーバーからテイクオー
バーする別のアプリケーションを実行するための十分な CPU 性能が必要になります。
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対称型の構成の場合、複数のアプリケーションが共存できない状態のときに、フェール
オーバーが発生して 1 つのシステムに複数のアプリケーションを起動させた場合、さらに
問題が発生する可能性があります。同じシステム上で、同じアプリケーションを複数同時
に起動しても、正常に動作するものもありますが、障害が発生するものもあります。 さらに
難しいのは、I/O およびメモリの必要条件の異なる 2 つのアプリケーションを、同じシステ
ムで動作させる場合です。

N 対 1 構成について
N 対 1 のフェールオーバー設定は、ハードウェア冗長性に必要なコストを削減しながら、
専用冗長サーバーを実現するための方法です。 非対称型の構成では、処理速度のペ
ナルティは発生しません。 同一システム上で複数のアプリケーションを実行したとしても、
同時実行による問題は発生しません。ただし欠点は、サーバーレベルで 100 % の冗長
コストがかかることです。
図 2-3 に、N 対 1 のフェールオーバー構成を示します。
図 2-3

N 対 1 構成
冗長サーバー

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

N 対 1 の構成は、同時に複数のサーバーに障害が発生することはほとんどないため、冗
長サーバーが 1 台であっても複数のアクティブサーバーを保護できるという概念に基づ
いています。あるサーバーに障害が発生した場合、そのアプリケーションは冗長サーバー
に移行します。たとえば、4 対 1 の構成では 1 台のサーバーが 4 台のサーバーをバッ
クアップします。この構成では、サーバーレベルの冗長コストは 100 % から 25 % に減
少します。この設定では、冗長サーバーはアプリケーションのバックアップ専用となりま
す。また、冗長サーバーは、障害発生時に他のシステムのスペアとして動作するために、
他のサーバーに接続されているすべての外部ストレージに接続されている必要がありま
す。
この構成で問題となるのは、フェールバックです。 障害を起こしたサーバーが修復した
ら、このエールオーバー中のサーバー上でホストされていたすべてのサービスを元のサー
バーに手動でフェールバックする必要があります。 フェールバック処理によりスペアサー
バーを解放し、クラスタに冗長性をリストアします。
図 2-4 に、フェールバックが必要な N 対 1 フェールオーバーを示します。
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フェールバックが必要な N 対 1 フェールオーバー

図 2-4

冗長サーバー

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

N 対 1 の構成を構築しようとした場合、ストレージのアーキテクチャによる制約が問題と
なります。 一般的に、2 台以上のホストを 1 台のディスクアレイに接続するには、複雑な
結線計画が必要で、相性の問題も発生します。そのため、複数のコントローラを備えた高
価なアレイが必要です。

高度なフェールオーバー構成について
VCS での高度なフェールオーバー構成には、N+1 構成や N 対 N 構成があります。

N + 1 構成について
SAN（ストレージエリアネットワーク）を利用することで、大規模クラスタを構築できるだけで
なく、複数のサーバーを同一のストレージに接続することもできます。
図 2-5 に、N+1 クラスタフェールオーバー構成を示します。
N+1 構成

図 2-5

サービスグループ

サービスグループ

サービスグループ

サービスグループ

スペア
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この構成では、冗長専用の冗長サーバーを必要としません。 N 対 1 構成ではなく、N+1
構成を使えます。この N+1 構成では、クラスタにサーバーを追加することによって、その
分だけ処理能力が向上することになります。
サーバーに障害が発生した場合、アプリケーションサービスグループはスペアサーバー
へフェールオーバーします。障害を起こしたサーバーが復旧した場合、そのサーバーが
スペアサーバーになります。この構成では、続いて第 2 の障害に備えて、復旧したサー
バーにアプリケーションサービスグループをフェールバックする必要がありません。すべ
てのサーバーが他のサーバーのスペアサーバーとして機能できます。
図 2-6 に、フェールバックが必要な N+1 クラスタフェールオーバー構成を示します。
フェールバックが必要な N+1 クラスタフェールオーバー構成

図 2-6

サービスグループ

サービスグループ

サービスグループ

サービスグループ

N 対 N 構成について
N 対 N（Any 対 Any）の構成とは、複数のサーバー上で複数のサービスグループが動作
しており、それぞれのサービスグループが他のサーバーにフェールオーバーできるクラス
タ構成です。 たとえば、4 台のノードで構成されるクラスタがあり、各ノードで重要なデー
タベースのインスタンスが 3 つ動作していたとします。
図 2-7 に、N 対 N クラスタフェールオーバー構成を示します。
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N 対 N 構成

図 2-7
SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG
SG
SG

SG
SG
SG
SG
SG

SG = サービスグループ

いずれかのノードに障害が発生した場合、各インスタンスは異なるノード上で開始され、
過負荷になるノードがないことを保証します。 この設定は、N+1 を論理的に進化させた
ものです。スペアのサーバーを備える代わりに、クラスタ全体でスペアの容量を提供する
設定です。
N 対 N 構成を構築する場合、すべてのアプリケーションがどのノード上でも動作すること
を慎重にテストしてください。 障害発生時にサービスグループの実行が許可されている
システムのリストを指定する必要があります。

クラスタトポロジーとストレージ構成
一般的に使われるクラスタトポロジーには次のものが含まれます。
■

共有ストレージクラスタ

■

キャンパスクラスタ

■

共有なしクラスタ

■

Replicated Data Cluster

■

グローバルクラスタ

基本的な共有ストレージクラスタについて
この構成では、クラスタの各ノードは通常 SAN を利用してストレージデバイスへ接続され
ています。 アプリケーションに必要なストレージにアクセスしているノードでのみ、そのア
プリケーションを起動できます。 たとえば、複数のノードで形成されたマルチノードクラス
タの場合、データベースインスタンスを実行するノードは、データベースの表領域、REDO
ログ、制御ファイルが格納されているストレージにアクセスできる必要があります。 また、
こうした共有ディスク構成は、運用も保守も容易です。 ノードまたはアプリケーションで障
害が発生した場合、別のノードでアプリケーションを再開するのに必要なデータはすべて
共有ディスクに保存されています。
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図 2-8 に、基本的なクラスタの共有ディスクアーキテクチャを示します。
基本的なクラスタの共有ディスクアーキテクチャ

図 2-8

サービスグループ

サービスグループ

サービスグループ

サービスグループ

キャンパスまたはメトロポリタン共有ストレージクラスタについて
キャンパス環境では、VCS と Veritas Volume Manager を使って、複数のデータセン
ターや建物をまたぐクラスタを作成します。 単一ストレージアレイの代わりに、データは
Veritas Volume Manager を使ってアレイ間でミラー化されます。この構成では、両方の
サイトでデータのコピーが同期されます。 この手順は、データセンター内の 2 つのアレイ
間でのミラー化を行うときと同じですが、この場合は広範囲にまたがっています。
図 2-9 に、キャンパス共有ストレージクラスタを示します。
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キャンパス共有ストレージクラスタ

図 2-9

サイト A

SG

サイト B

SG

SG
SG

SG
SG

SG
SG

SG
SG

SG

SG

SG

SG

SG

SG

Veritas Volume Manager
信頼性のあるディスクの
RAID 1 ミラー

SG = サービスグループ

キャンパスクラスタには、ハートビートのための 2 つの独立したネットワークリンク、それぞ
れが高可用性ディスクを提供する 2 つのストレージアレイ、同じ IP サブネット上の建物
間のパブリックネットワーク接続が必要です。キャンパスクラスタの設定が複数の異なるサ
ブネット上に存在し、サイトごとに設定が異なる場合、VCS DNS エージェントを使ってネッ
トワークの変更を処理するか、または DNS の変更を手動で発行します。
p.663 の 「 VCS キャンパスクラスタの動作」 を参照してください。

共有なしクラスタについて
共有なしクラスタの場合、ノード間で共有するディスクシステムは存在しません。そして、
アプリケーションに必要なデータは各ノードのローカルディスク上に存在します。たとえ
ば、Web ベースのデータベースシステムで、バックエンドのデータベースサーバーへク
エリーを発行する Web サーバーをクラスタで構成したとします。Web サーバーを実行す
るのに必要なデータはローカルディスク上に存在するために、Web サーバーをクラスタ
化したとしても、データを共有する必要がありません。
図 2-10 に共有なしクラスタを示します。
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図 2-10

共有なしクラスタ

RDC（Replicated Data Cluster）について
Replicated Data Cluster では、共有ディスクは存在しません。代わりに、レプリケーショ
ン製品が、ノードまたはサイト間のデータを同期します。レプリケーションは、アプリケー
ション、ホストまたはストレージのレベルで実行することができます。アプリケーションレベ
ルのレプリケーション製品には、Oracle DataGuard などがあり、システム間のデータの
一貫性を SQL またはデータベースレベルで維持します。また、ホストベースのレプリケー
ション製品には、Symantec Volume Replicator などがあり、論理ボリュームレベルでデー
タの一貫性を維持します。ストレージベースまたはアレイベースのレプリケーションは、ディ
スクまたは RAID の LUN レベルでデータの一貫性を維持します。
図 2-11 に、共有ディスクと RDC を混成したハイブリッド型のクラスタを示します。この例
では、共有ディスクのノードと RDC のノードで、サービスグループの優先度を変更してい
ます。
図 2-11

共有ストレージ RDC（Replicated Data Cluster）

サービスグループ

レプリケーション

RDC はローカルにフェールオーバーできないように設定することも可能ですが、前述の
ような共有ディスクとの混成を推奨します。
p.654 の 「 VCS レプリケーションデータクラスタの動作」 を参照してください。
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グローバルクラスタについて
グローバルクラスタは、別々の場所にあるクラスタをリンク接続し、広域フェールオーバー
およびディザスタリカバリを有効にします。
ローカルクラスタは、それぞれのサイトまたは建物で、フェールオーバーを実行します。
キャンパスクラスタまたは RDC を構築することで、局所的な災害に対処することが可能
です。洪水、台風および地震などの大規模な災害の場合、街や地域全体で停電が発生
することがあります。このような場合、物理的に遠く離れた場所にあるサイトにアプリケー
ションをフェールオーバーすることによって、データの可用性を実現します。
図 2-12 に、グローバルクラスタ構成を示します。
グローバルクラスタ

図 2-12
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アプリケーション
フェールオーバー
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レプリケーション
データ

個別のストレージ

個別のストレージ

グローバルクラスタでは、あるシステム上のアプリケーションに障害が発生した場合、その
アプリケーションは同じクラスタ内の別のシステムにフェールオーバーします。クラスタ全
体に障害が発生した場合、アプリケーションは別のクラスタにフェールオーバーされます。
また、グローバルレベルのクラスタ化では、ローカルクラスタの共有ディスク上のデータを
リモートサイトのクラスタにレプリケーションしておく必要があります。
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3
VCS 設定の概念
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS 設定について

■

VCS 設定言語

■

main.cf ファイルについて

■

types.cf ファイルについて

■

VCS の属性について

■

VCS キーワードと予約語について

■

VCS 環境変数

VCS 設定について
VCS を設定するときに、クラスタ、サービスグループ、リソース、サービスグループとリソー
ス間の依存関係の定義を VCS エンジンに伝えます。
デフォルト設定では、VCS は次の 2 つの設定ファイルを使います。
■

main.cf
サービスグループとリソースを含むクラスタを定義します。

■

types.cf
リソースタイプを定義します。

デフォルトでは、これら両方のファイルは次のディレクトリに格納されています。
/etc/VRTSvcs/conf/config
エージェントを有効にした場合、types.cf に類似したファイルが追加されていることがあり
ます。 OracleTypes.cf のデフォルトの場所は /etc/VRTSagents/ha/conf/Oracle/ です。
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VCS クラスタで、オンラインになる最初のシステムがファイルを読み込み、設定の内部（メ
モリ内）表現を作成します。 最初のシステムよりも後にオンラインになったシステムは、ク
ラスタ内のシステムから情報を導出します。
ファイルを手動で変更する場合は、クラスタを停止する必要があります。 設定ファイルを
編集することで行われた変更は、クラスタが再起動されたときに有効になります。 変更を
行ったノードは、オンラインに復旧される最初のノードである必要があります。

VCS 設定言語
VCS 設定パラメータとして、サービスグループおよびその関連構成要素（リソースタイプ、
リソースおよび属性など）の設定を指定します。この情報は、設定ファイル内に書き込ま
れます。この設定ファイルの拡張子は .cf です。
設定ファイルを生成する方法は、次に示すように複数あります。
■

Web ベースの Veritas Operations Manager を使う。

■

Cluster Manager（Java コンソール）を使う。

■

コマンドラインインターフェースを使う。

■

VCS が起動していない場合、テキストエディタを使ってファイルを作成および変更す
る。

■

Windows システムで VCS Simulator を使ってファイルを作成します。

main.cf ファイルについて
main.cf ファイルの書式は、include 文と、クラスタおよびシステム、サービスグループ、リ
ソースの定義から成ります。また、main.cf ファイルで、サービスグループおよびリソース
の依存関係も設定します。
表 3-1 は、main.cf ファイルの一部のコンポーネントについての説明です。
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表 3-1

main.cf ファイルのコンポーネント

main.cf ファイルのコンポー 説明
ネント
Include 文

追加の設定ファイルを main.cf に取り込みます。通常、追加の設
定ファイルには、types.cf ファイルなどのタイプ定義が含まれま
す。一般に、カスタムエージェントは独自のファイルにタイプ定義
を追加します。
include "types.cf"
p.67 の 「main.cf への複数の .cf ファイルの取り込み」 を参照し
てください。

クラスタ定義

クラスタの属性、クラスタ名、クラスタユーザーの名前を定義しま
す。
cluster demo (
UserNames = { admin = cDRpdxPmHzpS }
)
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。

システム定義

クラスタの一部に指定されたシステムを一覧表示します。 システ
ム名は、uname -a コマンドで返される名前と一致する必要があ
ります。
各サービスグループは、この部分で定義されているシステムのサ
ブセット上で実行するように設定できます。
system Server1
system Server2
p.841 の System attributes を参照してください。

サービスグループ定義

main.cf 内のサービスグループ定義は、特定のサービスグループ
の属性を構成します。
group NFS_group1 (
SystemList = { Server1=0, Server2=1 }
AutoStartList = { Server1 }
)
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。
p.66 の 「SystemList 属性について」 を参照してください。
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main.cf ファイルのコンポー 説明
ネント
リソース定義

特定のサービスグループで使われる各リソースを定義します。 リ
ソースは任意の順序で追加できます。 この設定ファイルを使って
初めて起動したときに hacf ユーティリティが英字順にリソースを
配置します。
DiskGroup DG_shared1 (
DiskGroup = shared1
)

リソースの依存関係定義

リソース間の関係を定義します。 依存関係は、2 つのリソース名
の間に requires というキーワードを入れて定義します。
IP_resource requires NIC_resource
atleast リソース依存関係では、親リソースは一組の子リソースに
依存し、親リソースをオンラインにしたり、オンライン状態を維持す
るには、このリソースセットの最小数のリソースが必要です。
res1 requires atleast 2 from res2,
res3,res4,res5,res6
上記の依存関係は、res1 をオンラインにしたり、オンライン状態
を維持できるのは、リソースセット（res2、res3、res4、res5、res6）
の 2 つのリソースがオンラインであるときだけであることを示してい
ます。親リソースに必要なリソースの最小数は、1 以上でリソース
セット中の子リソースの合計数より少なくなければなりません。
p.33 の 「リソースとリソースの依存関係について」 を参照してくだ
さい。

サービスグループの依存関係 サービスグループの依存関係を設定するには、main.cf ファイル
定義
のサービスグループの定義の中で requires というキーワードで
指定します。 サービスグループの依存関係定義は、main.cf ファ
イルのリソース定義とリソース依存関係定義の間に記述します。
requires group_x
<dependency category>
<dependency location>
<dependency rigidity>
p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してく
ださい。
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メモ: グローバルクラスタのコンポーネントの設定例については、別途一覧を示します。
p.578 の 「 VCS グローバルクラスタ: 構成単位」 を参照してください。

SystemList 属性について
SystemList 属性は、サービスグループをオンライン化できるすべてのシステムを指定し
ます。 デフォルトでは、この属性に列挙された順番が、フェールオーバー時に使われる
システムの優先順位となります。 たとえば、次の定義では SystemA がフェールオーバー
の最初の選択肢となり、続いて SystemB、SystemC という順になります。
SystemList = { SystemA, SystemB, SystemC }

各システム名に数値を割り当てることにより、SystemList 属性でシステムの優先度を明
示的に定義できます。次に例を示します。
SystemList = { SystemA = 0, SystemB = 1, SystemC = 2 }

優先度の数値を割り当てない場合、システムには、直前のシステムの優先度に 1 を加え
るという方法で優先度が割り当てられます。たとえば、SystemList が次のように定義され
ている場合、VCS は値 SystemA = 0、SystemB = 2、SystemC = 3 を割り当てます。
SystemList = { SystemA, SystemB = 2, SystemC }

一部の状況では、重複する優先度の数値が割り当てられることがあるため注意が必要で
す。
SystemList = { SystemA, SystemB=0, SystemC }

割り当てられる数値は、SystemA = 0、SystemB = 0、SystemC = 1 です。
この状況を防ぐには、SystemList 内の各システムに数値を割り当てずにおくか、それぞ
れ異なる番号を割り当てます。

初期設定
VCS をインストールすると、クラスタ名、クラスタを形成しているシステム、Cluster Manager
のユーザー（ユーザー名: admin、パスワード: password）を設定した main.cf 基本設定
ファイルが作成されます。
次に示すのは、クラスタ名が demo、システムが SystemA および SystemB である main.cf
の例です。
include "types.cf"
cluster demo (
UserNames = { admin = cDRpdxPmHzpS }
)
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system SystemA (
)
system SystemB (
)

main.cf への複数の .cf ファイルの取り込み
main.cf ファイルに複数の設定ファイルを取り込むことができます。次に例を示します。
include "applicationtypes.cf"
include "listofsystems.cf"
include "applicationgroup.cf"

他の .cf ファイルを main.cf に取り込む場合、次の事項に留意してください。
■

リソースタイプ定義は、そのリソースタイプを使うどのグループの定義よりも前に配置
する必要があります。
次の例では、アプリケーションのサービスグループ定義を含む applicationgroup.cf
ファイルを取り込みます。このサービスグループには、applicationtypes.cf ファイルで
リソースタイプが定義されるリソースが含まれています。このとき main.cf ファイルで
は、applicationtypes.cf ファイルの取り込み定義を先に記述する必要があります。
次に例を示します。
include "applicationtypes.cf"
include "applicationgroup.cf"

■

main.cf ファイルの外部でハートビートを定義してハートビート定義ファイルを取り込
む場合、main.cf ファイルを保存するとハートビート定義が main.cf ファイルに直接追
加されます。

types.cf ファイルについて
types.cf ファイルは、VCS エンジンの標準リソースタイプについて、特定のリソースを制
御するために必要な詳細データを記述しています。
タイプ定義は、次の 2 つの重要な機能を果たしています。
■

各属性に対して設定できるタイプの値を定義します。
次の DiskGroup の例では、NumThreads 属性と OnlineRetryLimit 属性は両方とも
int（整数）で定義されます。DiskGroup、StartVolumes および StopVolumes 属性
は、str（文字列）で定義されます。
p.69 の 「属性のデータ型について」 を参照してください。
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■
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ArgList 属性を通じて VCS エンジンに渡されるパラメータを定義します。 static str
ArgList[] = { xxx, yyy, zzz } 行は、リソースの監視、リソースの開始、リソースの停止
をするためにパラメータがエージェントに渡される順序を定義します。

次の例は、Solaris の DiskGroup リソースタイプ定義を示します。
type DiskGroup (
static str IMFRegList[] = { DiskGroup, Reservation }
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=5, RegisterRetryLimit=3 }
static keylist SupportedActions = { "license.vfd", "disk.vfd",
"udid.vfd", "verifyplex.vfd", checkudid, campusplex, numdisks,
joindg, splitdg, getvxvminfo, volinuse }
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 1
static str ArgList[] = { DiskGroup, StartVolumes, StopVolumes,
MonitorOnly, MonitorReservation, tempUseFence,
PanicSystemOnDGLoss, DiskGroupType, UmountVolumes,
Reservation, ConfidenceLevel }
str DiskGroup
boolean StartVolumes = 1
boolean StopVolumes = 1
boolean MonitorReservation = 0
temp str tempUseFence = INVALID
int PanicSystemOnDGLoss
str DiskGroupType = private
int UmountVolumes
str Reservation = ClusterDefault
)

もう 1 つの例として、IP リソースの main.cf および types.cf ファイルを示します。
■

高可用性アドレスは、Device 属性によって定義されたインターフェースで設定されま
す。

■

IP アドレスは、ピリオドを含んだ文字列であるため、二重引用符で囲みます。
p.69 の 「属性のデータ型について」 を参照してください。

■

VCS エンジンは、online、offline、clean、monitor について同じ引数を IP エージェ
ントに渡します。 エンジンから引き渡された引数を使うかどうかは、エージェント自体
が判断します。 VCS クラスタでは、すべてのリソース名が重複していない必要があり
ます。

Solaris の main.cf:
IP nfs_ip1 (
Device = hme0
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Address = "192.168.1.201"
)

Solaris の types.cf:

type IP (
static keylist RegList = { NetMask }
static keylist SupportedActions = { "device.vfd", "route.vfd" }
static str ArgList[] = { Device, Address, NetMask, Options, ArpDelay,
IfconfigTwice, RouteOptions, PrefixLen, ExclusiveIPZone }
static int ContainerOpts{} = { RunInContainer=0, PassCInfo=1 }
str Device
str Address
str NetMask
str Options
int ArpDelay = 1
int IfconfigTwice
str RouteOptions
int PrefixLen
boolean ExclusiveIPZone = 0
)

VCS の属性について
VCS コンポーネントは、属性を使って設定します。 グローバルクラスタを使う場合、属性
のデータには、クラスタ、システム、サービスグループ、リソース、リソースタイプ、エージェ
ントおよびハートビートなどがあります。 たとえば、サービスグループの SystemList 属性
値は、そのグループをオンライン化するシステム、およびグループをオンライン化するとき
の優先順位を定義します。属性は定義と値で構成されます。また、属性には、値が指定
されていない場合に割り当てられるデフォルト値もあります。

属性のデータ型について
VCS では、次の属性のデータ形式をサポートします。

第 3 章 VCS 設定の概念
VCS の属性について

文字列

文字列は、二重引用符で囲まれた文字の列です。文字列中に二重引用符
も含む場合、その二重引用符の直前にバックスラッシュ（¥）を挿入し、［¥"］
と表現します。また、文字列中に円記号（¥）を含む場合は、［¥¥］と表現しま
す。文字列が英字で始まり、文字列内に含まれるものが半角英数字、ダッ
シュ（-）および下線（_）のみの場合、二重引用符は必要ありません。
たとえば、ネットワークインターフェースを定義する文字列（hme0 など）は、
文字列内が文字および数字のみのため、二重引用符は必要ありません。
ただし、IP アドレスを定義する文字列はピリオドを含むため、二重引用符が
必要です（"192.168.100.1" など）。

整数

整数符号付き正数定数、0 - 9 のアラビア数字で表した数列です。数列の
前にダッシュ（-）を使え、10 進数で解釈されます。ここで使える整数は、符
号付き 32 ビットの整数 21471183247 を超えることはできません。

ブール

ブールは、0（偽）または 1（真）を表す整数です。

属性値の種類について
VCS の属性には次の値の種類があります。
スカラー

スカラーには値が 1 つしかありません。これは、デフォルトの値のタイプで
す。

ベクトル

ベクトルは、順序付けられた値のリストです。 各値には、0 から始まる正の整
数を使ってインデックスが付けられます。コンマ（,）またはセミコロン（;）を使っ
て値を区切ります。属性名の後で値を角カッコ（[]）のセットで囲むことで、こ
の値のタイプがベクトルであることを示します。
たとえば、エージェントの ArgList は次のように定義されます。
static str ArgList[] = { RVG, DiskGroup }

キーリスト

キーリストは、順序付けられていない文字列のリストです。各文字列は、リス
ト内で重複していません。コンマ（,）またはセミコロン（;）を使って値を区切り
ます。
たとえば、VCS 起動時（通常はシステム起動時）に、サービスグループがオ
ンラインとなるシステムを指定するには、次のように設定します。
AutoStartList = {SystemA; SystemB; SystemC}

70

第 3 章 VCS 設定の概念
VCS の属性について

関連

関連は、順序付けられていない文字列と値の組み合わせです。コンマ（,）ま
たはセミコロン（;）を使って値を区切ります。
属性名の後が波カッコ（{}）で囲まれたデータは、属性が関連であることを示
します。
たとえば、平均時間とタイムスタンプ値を属性と関連付ける場合は、次のよう
に設定します。
str MonitorTimeStats{} = { Avg = "0", TS = "" }

属性とクラスタオブジェクトについて
VCS には、属性が適用されるクラスタオブジェクトに応じて、次のタイプの属性がありま
す。
クラスタ属性

クラスタを定義する属性。
たとえば、ClusterName および ClusterAddress があります。

サービスグループ属 クラスタ内のサービスグループを定義する属性。
性
たとえば、Administrator および ClusterList があります。
システムの属性

クラスタ内のシステムを定義する属性。
たとえば、Capacity および Limit があります。

71

第 3 章 VCS 設定の概念
VCS の属性について

リソースタイプ属性

VCS のリソースタイプを定義する属性。
これらのリソースタイプ属性は、さらに次のように分類されます。
■

■

■

タイプ独立型
すべてのエージェント（リソースタイプ）が認識する属性です。例:
RestartLimit 属性と MonitorInterval 属性。これらは任意のリソースタイ
プに設定できます。
通常、これらの属性は、特定のタイプのすべてのリソースに設定されま
す。たとえば、IP リソースタイプの MonitorInterval を設定すると、すべ
ての IP リソースに影響します。
タイプ依存型
特定のリソースタイプに適用します。これらの属性は、エージェントのタイ
プ定義ファイル（types.cf）に表示されます。
例: Address 属性は、IP リソースタイプにのみ属します。
types.cf ファイルで定義された属性は、特定のリソースタイプのすべての
リソースに適用されます。main.cf ファイルにこれらの属性を定義すると、
特定のリソースに関する types.cf ファイルの値が上書きされます。
たとえば、types.cf ファイルで DiskGroup に StartVolumes = 1 を設定
すると、デフォルトですべての DiskGroup リソースの StartVolumes が
True に設定されます。 main.cf ファイルでこの値を設定すると、リソース
ごとにこの値を上書きします。
静的
これらの属性は特定のリソースタイプすべてに適用されます。 これらの
属性は、static という語が先頭に付加され、リソースの引数リストには含
まれません。一部の静的属性は、無効化やリソース固有の値の割り当て
が可能です。

p.242 の 「リソースタイプの静的属性の無効化」 を参照してください。
リソース属性

特定のリソースを定義する属性。
一部のリソース属性は、タイプ独立型です。たとえば、Critical 属性はすべ
てのリソースに設定することができます。
一部のリソース属性はタイプ依存型です。 たとえば、Address 属性は、IP
リソースに関連する IP アドレスを定義します。これらの属性は、main.cf ファ
イルで定義されます。

サイト属性

サイトを定義する属性。
たとえば、Preference や SystemList があります。

システムにまたがる属性の範囲: グローバル属性とローカル属性
すべてのシステムに適用される値を持つ属性の適用範囲は、グローバルです。 値がシ
ステム単位で適用される属性の適用範囲はローカルです。 アットマーク（@）で、ローカ
ル値が適用されるシステムを指定します。
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次に以下のリソースタイプでのローカル属性の設定例を示します。この場合、IP アドレス
およびルーティングオプションはマシンごとに異なる設定が行われます。
MultiNICA mnic (
Device@sys1 = { le0 = "166.98.16.103", qfe3 = "166.98.16.103" }
Device@sys2 = { le0 = "166.98.16.104", qfe3 = "166.98.16.104" }
NetMask = "255.255.255.0"
ArpDelay = 5
Options = "trailers"
RouteOptions@sys1 = "default 166.98.16.1 1"
RouteOptions@sys2 = "default 166.98.16.1 1"
)

属性の有効期間について: 一時属性
types.cf ファイルでは一時属性を定義できます。 一時属性値は、VCS エンジン（HAD）
が動作している間はメモリに保持されます。 一時属性の値は、HAD の再起動時には利
用できません。 これらの属性値は main.cf ファイルには保存されません。
一時属性は永続属性に変更できず、永続属性を一時属性に変更することもできません。
設定を保存すると、VCS によって一時属性とそのデフォルト値が types.cf ファイルに保
存されます。
これらの属性の範囲は、1 つのノードに対してローカルにできます。また、クラスタのすべ
てのノードに対してグローバルにすることもできます。 ローカル属性は、ノードがクラスタ
の一部でなくても定義できます。
これらの属性は、VCS の実行中にのみ定義および変更できます。
p.226 の 「リソース属性の追加、削除、変更」 を参照してください。

VCS オブジェクトに対するサイズ制限
次の VCS オブジェクトは、最大 1024 文字に制限されています。
■

サービスグループ名

■

リソース名

■

リソースタイプ名

■

ユーザー名

■

属性名

VCS のパスワードは、最大 255 文字に制限されています。最大 255 文字のパスワード
を入力できます。
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VCS キーワードと予約語について
以下に示すのは、VCS のキーワードと予約語です。 これらは、大文字小文字が区別さ
れます。
action

firm

offline

set

system

after

global

online

Signaled

System

ArgListValues

group

MonitorOnly

site

temp

before

Group

Name

soft

type

boolean

hard

NameRule

start

Type

cluster

heartbeat

Path

Start

VCShm

Cluster

HostMonitor

Probed

state

VCShmg

condition

int

remote

State

ConfidenceLevel

IState

remotecluster

static

event

keylist

requires

stop

false

local

resource

str

VCS 環境変数
表 3-2 に VCS 環境変数の一覧を示します。
p.78 の 「 VCS 環境変数の定義」 を参照してください。
p.78 の 「VCS モジュールを起動および停止するための環境変数」 を参照してください。
表 3-2

VCS 環境変数

環境変数

定義とデフォルト値

PERL5LIB

Perl 実行ファイルのルートディレクトリ。（Windows のみに該当）
デフォルト: <インストール先ドライブ>:¥Program Files¥VERITAS¥cluster
server¥lib¥perl5

VCS_CONF

VCS 設定ファイルのルートディレクトリ。
デフォルト: /etc/VRTSvcs

メモ: この変数は修正できません。
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環境変数

定義とデフォルト値

VCS_CONN_INIT_QUOTA

ハンドシェークを完了していないクライアントホストごとの VCS エンジン（HAD）
が受け入れる同時接続の最大数。

VCS_CONN_HANDSHAKE_TIMEOUT

VCS エンジン（HAD）がハンドシェークを完了していないクライアン接続を閉じ
るまでのタイムアウト（秒）。

VCS_DEBUG_LOG_TAGS

VCS エンジン、VCS エージェントおよび HA コマンドのデバッグログを有効に
します。HAD を開始する前、または HA コマンドを実行する前に
VCS_DEBUG_LOG_TAGS を設定する必要があります。
p.719 の 「VCS エンジンのデバッグログの有効化」 を参照してください。
/opt/VRTSvcs/bin/vcsenv ファイルから変数をエクスポートすることもで
きます。

VCS_DOMAIN

VCS ユーザーが属しているセキュリティドメイン。
Symantec Product Authentication Service は、この環境変数を使用してリ
モートホスト上の VCS ユーザーを認証します。
デフォルト: 環境変数 VCS_HOST または .vcshost ファイルの中で定義され
た、リモートホストの完全修飾ホスト名。

VCS_DOMAINTYPE

unixpwd、NT、NIS、NIS+、ldap、vx のようなセキュリティドメインタイプ。
Symantec Product Authentication Service は、この環境変数を使用してリ
モートホスト上の VCS ユーザーを認証します。
デフォルト: unixpwd

VCS_DIAG

VCS が HAD コアと FFDC データをダンプするディレクトリ。

VCS_ENABLE_LDF

ログデータファイル（LDF）を生成するかどうかを指定します。 1 に設定すると、
LDF が生成されます。LDF を生成しない場合は、0 を設定します。

VCS_HOME

VCS 実行ファイルのルートディレクトリ。
デフォルト: /opt/VRTSvcs

メモ: この変数は修正できません。
VCS_HOST

ha コマンドを実行する VCS ノード。

VCS_GAB_PORT

VCS が接続に使う GAB ポート。
デフォルト: h
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環境変数

定義とデフォルト値

VCS_GAB_TIMEOUT

HAD が GAB にハートビートを送信するタイムアウト（ミリ秒）。
デフォルト: 30000（30 秒を示す）
範囲: 30000 から 300000（30 秒から 300 秒を示す）
VCS_GAB_TIMEOUT に範囲外の値を設定した場合でも、設定値が範囲の
下限または上限に近いかによって、30000 または 300000 に自動的に再設定
されます。たとえば、値を 22000 に指定した場合は 30000 に、値を 400000
に指定した場合は 300000 に再設定されます。
設定された値に関係なく、両方が指定されている場合は
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS が VCS_GAB_TIMEOUT を上書きします。

メモ: 指定したタイムアウトをすぎると、GAB が HAD を強制終了させ、システ
ム上のアクティブなサービスグループがすべて無効となります。
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS

通常のシステム負荷条件下で HAD が GAB にハートビートを送信するタイム
アウト（秒）。
デフォルト: 30 秒
範囲: 30 秒から 300 秒
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS に範囲外の値を設定した場合でも、設定値が
範囲の下限または上限に近いかによって、30 または 300 に自動的に再設定
されます。たとえば、値を 22 に指定した場合は 30 に、値を 400 に指定した
場合は 300 に再設定されます。
設定された値に関係なく、両方が指定されている場合は
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS が VCS_GAB_TIMEOUT を上書きします。

メモ: 指定したタイムアウトをすぎると、GAB が HAD を強制終了させ、システ
ム上のアクティブなサービスグループがすべて無効となります。
VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS ピーク時のシステム負荷条件下で HAD が GAB にハートビートを送信するタ
イムアウト（秒）。
デフォルト: 30 秒
範囲: 30 秒から 300 秒
adaptive モードで GAB チューニングパラメータを設定するには、
VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS を
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS を超える値に設定する必要があります。
VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS の値を
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS 未満の値に設定すると、
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS の値に再設定されます。

メモ: 指定したタイムアウトをすぎると、GAB が HAD を強制終了させ、システ
ム上のアクティブなサービスグループがすべて無効となります。
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環境変数

定義とデフォルト値

VCS_GAB_RMTIMEOUT

HAD が GAB に登録するタイムアウト（ミリ秒）。
デフォルト: 200000（200 秒を示す）
VCS_GAB_RMTIMEOUT の値を 200000 未満に設定した場合は、自動的
に 200000 に再設定されます。
p.686 の 「GAB クライアントの登録監視について」 を参照してください。

VCS_GAB_RMACTION

VCS_GAB_RMTIMEOUT を超えたときの GAB の動作を制御します。
次のように値を設定できます。
■

panic: GAB はシステムでパニックを発生させます

■

SYSLOG: GAB は適切なメッセージをログに記録します

デフォルト: SYSLOG
p.686 の 「GAB クライアントの登録監視について」 を参照してください。
VCS_HAD_RESTART_TIMEOUT

HAD を再起動するまで hashadow プロセスが待機する時間（スリープ時間）
をこの変数で指定します。
デフォルト: 0

VCS_LOG

ログファイルおよび一時ファイルのルートディレクトリ。
この変数を "" （空の文字列）に設定しないでください。
デフォルト: /var/VRTSvcs

メモ: この変数を追加または変更する場合、システムを再ブートして変更内容
を適用する必要があります。
VCS_SERVICE

VCS のサービス名。
デフォルト: vcs-app

メモ: VCS エンジン（HAD）を起動する前に、特定のサービスを設定しておく
必要があります。 サービスが指定されていない場合、VCS エンジンはポート
14141 で起動します。クラスタレベルの属性 OpenExternalCommunicationPort
は、ポートが開いているかどうかを決定します。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
VCS_TEMP_DIR

hacf が必要とする、または生成する一時情報が格納されるディレクトリ。
デフォルト: /var/VRTSvcs
次の場合、このディレクトリは、/tmp に作成されます。
■

変数が設定されていない。

■

変数は設定されているが、この変数が設定されるディレクトリが存在しない。

■

ユーティリティ hacf がデフォルトの場所を見つけることができない。
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VCS 環境変数の定義
/opt/VRTSvcs/bin/custom_vcsenv ファイルを作成し、このファイルの VCS 環境変

数を定義します。これらの変数は、hastart コマンドが実行されると VCS に対して有効
になります。
変数を設定するには、VCS が起動するシェルに適した構文を使います。 通常、VCS は
/bin/sh で起動します。 たとえば、変数を次のように定義します。
VCS_GAB_TIMEOUT = 35000;export VCS_GAB_TIMEOUT

VCS モジュールを起動および停止するための環境変数
AMF、LLT、GAB、VxFEN、VCS エンジンの起動と停止の環境変数は、システムの再起
動中にこれらのモジュールを起動する、またはシステムの停止処理中にこれらのモジュー
ルを停止するときの VCS のデフォルトの動作を定義します。
メモ: AMF、LLT、GAB、VxFEN、VCS エンジンの起動と停止は互いに依存関係にあり
ます。VCS のクリーンな起動または停止のためには、これらの全モジュールを対象に起
動モードと停止モードを有効または無効にする必要があります。
単一ノードのクラスタでは、該当するカーネルモジュールを設定していない場合、LLT、
GAB、VxFEN の起動と停止の環境変数を無効にできます。
表 3-3 では、VCS の起動と停止の変数について説明します。
表 3-3

VCS の起動と停止の環境変数

環境変数

定義とデフォルト値

AMF_START

AMF ドライバの起動モード。 デフォルトでは、AMF ドライバの起動はシ
ステムの再ブート後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/amf
デフォルト: 1

AMF_STOP

AMF ドライバの停止モード。 デフォルトでは、AMF ドライバの停止はシ
ステムの停止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/amf
デフォルト: 1
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環境変数

定義とデフォルト値

LLT_START

LLT の起動モード。 デフォルトでは、LLT の起動はシステムの再ブート
後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/llt
デフォルト: 1

LLT_STOP

LLT の停止モード。 デフォルトでは、LLT の停止はシステムの停止の間
に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/llt
デフォルト: 1

GAB_START

GAB の起動モード。 デフォルトでは、GAB の起動はシステムの再ブー
ト後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/gab
デフォルト: 1

GAB_STOP

GAB の停止モード。 デフォルトでは、GAB の停止はシステムの停止の
間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/gab
デフォルト: 1

VXFEN_START

VxFEN の起動モード。 デフォルトでは、VxFEN の起動はシステムの再
ブート後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vxfen
デフォルト: 1

VXFEN_STOP

VxFEN の停止モード。 デフォルトでは、VxFEN の停止はシステムの停
止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vxfen
デフォルト: 1
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環境変数

定義とデフォルト値

VCS_START

VCS エンジンの起動モード。 デフォルトでは、VCS エンジンの起動はシ
ステムの再ブート後に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vcs
デフォルト: 1

VCS_STOP

VCS エンジンの停止モード。 デフォルトでは、VCS エンジンの停止はシ
ステムの停止の間に有効になります。
この環境変数は次のファイルで定義されます。
/etc/default/vcs
デフォルト: 1
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管理 - VCS の利用法

■

第4章 VCS ユーザー権限モデルについて

■

第5章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理

■

第6章 コマンドラインによるクラスタの管理

■

第7章 VCS でのアプリケーションとリソースの設定

■

第8章 VCS Simulator を使った VCS の動作の予測

4
VCS ユーザー権限モデルに
ついて
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS ユーザー権限とユーザーロールについて

■

管理者がユーザーにロールを割り当てる方法

■

セキュアモードで動作しているクラスタでの OS ユーザーグループのユーザー権限

■

複数のロールを持つユーザーの VCS 権限

VCS ユーザー権限とユーザーロールについて
ログインに使う権限に応じて、クラスタの操作が制限される場合があります。VCS には、
Administrator、Operator、Guest の 3 種類の権限レベルがあります。VCS は、事前に
定義されたユーザーロールを提供します。このロールには、それぞれ特定の権限レベル
があります。 たとえば、最も権限が少ないロールは Guest であり、最も権限が多いロール
は Cluster Administrator です。
p.772 の 「管理コマンドマトリックスについて」 を参照してください。

VCS 権限レベル
表 4-1 は、VCS 権限レベルの説明です。
表 4-1

VCS 権限

VCS 権限レベル

権限の説明

Administrators

設定を含むすべての操作を実行できます。

Operators

クラスタまたはサービスグループでの特定の操作を実行できます。

第 4 章 VCS ユーザー権限モデルについて
VCS ユーザー権限とユーザーロールについて

VCS 権限レベル

権限の説明

Guests

特定のオブジェクトを表示できます。

VCS のユーザーロール
表 4-2 では、事前定義された VCS ユーザーロールと、関連付けられているユーザー権
限をまとめています。
表 4-2

ユーザーロールと権限

ユーザーロール

権限

Cluster
Administrator

Cluster Administrator にはすべての権限が割り当てられます。 設定の読
み書き両用モードへの変更、グループの作成と削除、グループ依存関係の
設定、システムの追加と削除、ユーザーの追加、変更、削除を実行できま
す。すべてのグループ操作およびリソース操作が許可されます。 Cluster
Administrator 権限を持つユーザーは、他のユーザーの権限やパスワード
を変更することもできます。
クラスタを停止するには、Cluster Administrator がローカルシステムに対す
る管理者権限を持っていることが必要です。

メモ: Cluster Administrator は、設定を読み書き両用モードに変更した後
に、自分自身や他のユーザーのパスワードを変更できます。
Cluster Administrator は、リソースタイプを作成、削除できます。
Cluster Operator

Cluster Operator は、クラスタレベル、グループレベル、リソースレベルのす
べての操作、ユーザー自身のパスワードの変更、サービスグループのオン
ライン化を実行できます。

メモ: Cluster Operator は、設定が読み書き両用モードである場合にのみ、
自分のパスワードを変更できます。 Cluster Administrator は、設定を読み
書き両用モードに変更できます。
このロールを持つユーザーには、特定のサービスグループに対する Group
Administrator 権限を割り当てることができます。
Group
Administrator

Group Administrator は、特定のグループについて、グループとリソースの
オンライン化とオフライン化、リソースの作成または削除など、サービスグルー
プに関するすべての操作を実行できます。また、リソース依存関係を作成し
たり、サービスグループのフリーズやアンフリーズができます。 Group
Administrator は、サービスグループを作成または削除することはできませ
ん。

Group Operator

Group Operator は、サービスグループとリソースのオンライン化とオフライ
ン化を実行できます。またこのユーザーは、サービスグループを一時的にフ
リーズまたはアンフリーズすることができます。
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ユーザーロール

権限

Cluster Guest

Cluster Guest は、クラスタを参照する権限しか持っていません。つまり、設
定を表示できますが、変更を実行することはできません。 クラスタの設定が
読み書き両用モードである場合に限り、ユーザー自身のパスワードを変更
できます。ユーザーを追加または更新することはできません。 また、この権
限を持つユーザーには、特定のサービスグループの Group Administrator
権限または Group Operator 権限を割り当てることもできます。

メモ: デフォルトでは、新しく作成されたユーザーには、Cluster Guest 権限
が割り当てられます。
Group Guest

Group Guest は、サービスグループを参照する権限しか持っていません。
つまり、設定を表示できますが、変更を実行することはできません。 Group
Guest のロールは、セキュアモードで動作しているクラスタでのみ使用可能
です。

VCS ロールの階層
図 4-1 は、VCS ロールの階層と、ロール相互の重複構造を示したものです。
図 4-1

VCS ロール

Cluster Administrator
次の権限を含みます

Group Administrator
次の権限を含みます

Cluster Operator
次の権限を含みます

Group Operator
次の権限を含みます

Cluster Guest
次の権限を含みます

Group Guest

たとえば、Cluster Administrator には Group Administrator の権限が含まれ、Group
Administrator には Group Operator の権限が含まれます。

CLI コマンドのユーザー権限
管理者または root の権限を使用してログインしたユーザーには、クラスタ管理者の権限
を越える権限（クラスタの起動や停止など）が与えられます。
root 権限を持たず、VCS 用に外部通信ポートが開かれていない場合、VCS コマンドを
実行することはできません。ポートが開かれていれば、VCS は haxxx コマンドの実行時
にユーザー名とパスワードの入力を求めます。
必ずあなたがVCSコマンドを実行するクレデンシャルを入力する必要がないように認証
情報を保存するhaloginコマンドを使うことができます。
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p.198 の 「VCS へのログイン」 を参照してください。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。

グローバルクラスタでのユーザー権限
クラスタ間のオンライン操作またはオフライン操作は、その操作を開始するユーザーが次
の権限のうちいずれかを保持している場合にのみ VCS で許可されます。
■

リモートクラスタのグループに対する Group Administrator または Group Operator
権限

■

リモートクラスタの Cluster Administrator または Cluster Operator 権限

クラスタ間の切り替え操作は、その操作を開始するユーザーが次の権限を保持している
場合のみ VCS で許可されます。
■

両クラスタのグループに対する Group Administrator または Group Operator 権限

■

両クラスタの Cluster Administrator または Cluster Operator 権限

セキュアモードで動作するクラスタに対応するユーザーの権限
セキュアモードでは、VCS によって、すべてのネーティブユーザーに Guest 権限が割り
当てられます。
セキュアモードで動作しているクラスタにユーザー権限を割り当てるときは、ユーザー名
は、username@domain のような完全修飾形式で指定する必要があります。
セキュアモードで動作しているクラスタに権限をに割り当てる場合、次のいずれかの形式
でユーザー名を指定する必要があります。
■

クラスタレベルのユーザーを追加するには、ユーザー名のみ指定します。

■

ノードレベルのユーザーを追加するには、username@FQDN の形式でユーザー名
を指定します。ここで、FQDN は完全修飾ドメイン名です。

セキュアクラスタでは、VCS の外部通信ポートが開いていない場合、ホストシステムにロ
グオンした root ユーザーのみが CLI コマンドを実行できます。
p.202 の 「コマンドラインによる VCS ユーザーの管理について」 を参照してください。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
VCS がセキュアモードで動作するとき、VCS を使うユーザーのパスワードの割り当てま
たは変更はできません。

クラスタレベルのユーザーについて
ドメイン名なしでユーザー名を指定することによって、クラスタレベルのユーザーを追加で
きます。 クラスタレベルのユーザーはユーザーに割り当てられた権限でクラスタの任意の
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ノードからログインできます。 たとえば、4 つのノード（sys1、sys2、sys3 と sys4）を持つ
クラスタに user1 を追加すると、user1 はクラスタレベルで割り当てられた権限で 4 つの
ノードすべてにアクセスできます。
ユーザーをクラスタレベルで追加することにより、次の利点が得られます。
■

クラスタレベルでユーザーを追加するには、クラスタごとに 1 つのエントリのみ必要で
す。 ノードレベルでユーザーを追加するには、ユーザーを追加するノードごとに複数
のエントリが必要です。 ユーザーがクラスタの 4 つのノードのすべてから操作できる
ようにするには、4 つのエントリ（user1@sys1、user1@sys2、user1@sys3、
user1@sys4）が必要です。ここで、sys1、sys2、sys3、sys4 は完全修飾ホスト名で
す。

■

クラスタレベルで、より簡単に権限を追加、更新、削除できる上、クラスタ内の全ノード
にわたってユーザーの権限が統一されます。

管理者がユーザーにロールを割り当てる方法
ユーザーにロールを割り当てるには、管理者は次のタスクを実行します。
■

クラスタがセキュアモードで動作していない場合は、クラスタにユーザーを追加する。

■

このユーザーにロールを割り当てる。

■

このロールに適したオブジェクトセットをユーザーに割り当てる。 セキュアモードで動
作するクラスタでは、オペレーティングシステムのユーザーグループにもロールを追
加できます。
p.86 の 「セキュアモードで動作しているクラスタでの OS ユーザーグループのユー
ザー権限」 を参照してください。

たとえば、管理者は特定のサービスグループに対する Group Administrator のロールを
ユーザーに割り当てることができます。この時点で、ユーザーは特定のサービスグループ
に関する操作を実行する権限を得ることになります。
コマンドラインまたは GUI を使って、ユーザーとその権限を管理することができます。
p.202 の 「コマンドラインによる VCS ユーザーの管理について」 を参照してください。
p.125 の 「ユーザープロファイルの管理」 を参照してください。

セキュアモードで動作しているクラスタでの OS ユーザー
グループのユーザー権限
セキュアモードで動作するクラスタでは、ネイティブユーザーに対して、個別にまたはオ
ペレーティングシステム（OS）ユーザーグループレベルで権限を割り当てることができま
す。
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たとえば、OS の管理者グループに所属するすべてのユーザーが、クラスタまたは特定
のサービスグループに対する管理者用権限を持つように決定することができます。ユー
ザーグループに対して VCS ロールを割り当てることで、このユーザーグループのすべて
のメンバーに同じ VCS ロールを割り当てることになります。これは、これらの権限から特
定のユーザー個人を除外する場合を除きます。
ある OS ユーザーグループにユーザーを追加すると、このユーザーは、ユーザーグルー
プに割り当てられている VCS 権限を継承します。
OS ユーザーグループに VCS 権限を割り当てることは、次の属性の 1 つ以上をユー
ザーグループに追加することになります。
■

AdministratorGroups - クラスタまたはサービスグループに対して追加

■

OperatorGroups - クラスタまたはサービスグループに対して追加

たとえば、ユーザー Tom は、OSUserGroup1 という OS ユーザーグループに所属して
います。
表 4-3 に、VCS の権限を割り当てる方法を示します。FQDN はこれらの例の完全修飾
ドメイン名を示します。
表 4-3

ユーザー権限の割り当て方法

権限の割り当て方 個人レベルで属性を設定
法

OS ユーザーグループに対して属
性を設定

Cluster
Administrator

cluster (Administrators =
{tom@FQDN})

cluster (AdministratorGroups =
{OSUserGroup1@FQDN})

Cluster Operator

cluster (Operators = {tom@FQDN}) cluster (OperatorGroups =
{OSUserGroup1@FQDN})

Cluster Guest

Cluster (Guests = {tom@FQDN})

適用不可能

Group
Administrator

group <グループ名>
(Administrators = {tom@FQDN})

group <グループ名>
(AdministratorGroups =
{OSUserGroup1@FQDN})

Group Operator

group <グループ名> (Operators =
{tom@FQDN})

group <グループ名>
(OperatorGroups =
{OSUserGroup1@FQDN})

Group Guest

Cluster (Guests = {tom@FQDN})

適用不可能
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複数のロールを持つユーザーの VCS 権限
表 4-4 は、VCS が複数のロールを持つユーザーに権限を割り当てる方法をまとめたもの
です。ここでは、OSUserGroup1 と OSUserGroup2 という 2 つの OS ユーザーグルー
プに所属するユーザー Tom の例を取り上げます。
表 4-4

複数のロールを持つユーザーの VCS 権限

状況とルール

VCS 設定で割り当てられて
いるロール

VCS が Tom に供与する権限

状況: 個人レベルで複数の
ロールを持つ。

Tom: Cluster administrator

Cluster Administrator

Tom: Group operator

ルール: VCS は最高位の権
限（または全権限を総合した
もの）をユーザーに供与す
る。
状況: 個人レベルと OS ユー Tom: Group operator
ザーグループレベルでロー
OSUserGroup1: Cluster
ルを持つ（セキュアクラスタの
administrator
場合のみ）。

Group operator

ルール: VCS は個人レベル
で供与するロールに優先度
を与える。
状況: 複数の異なる OS ユー OSUserGroup1: Cluster
ザーグループがそれぞれ異 administrators
なるロールを持つ（セキュアク
OSUserGroup2: Cluster
ラスタの場合のみ）。
operators
ルール: VCS は最高位の権
限（またはすべてのユーザー
グループの全権限を総合し
たもの）をユーザーに供与す
る。

Cluster administrator
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状況とルール

VCS 設定で割り当てられて
いるロール

状況: 個人レベルと OS ユー OSUserGroup1: Cluster
ザーグループレベルでロー administrators
ルを持つ（セキュアクラスタの
OSUserGroup2: Cluster
場合のみ）。
operators
ルール: VCS は個人レベル
Tom: Group operator
で供与するロールに優先度
を与える。
この動作を使って特定のユー
ザーがその OS ユーザーグ
ループに割り当てられている
VCS 権限を継承しないように
することができます。

VCS が Tom に供与する権限
Group operator
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5
Cluster Manager（Java コン
ソール）によるクラスタの管
理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Cluster Manager（Java コンソール）について

■

使い始めるための前提条件

■

Java コンソールのコンポーネント

■

Cluster Monitor について

■

Cluster Explorer について

■

Java コンソールの追加機能の使い方

■

Cluster Monitor の管理

■

ユーザープロファイルの管理

■

サービスグループの管理

■

リソースの管理

■

システムの管理

■

クラスタの管理

■

コマンドの実行

■

属性の編集

■

クラスタ設定のクエリー
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■

Notifier ウィザードを使った VCS イベント通知の設定

■

ログの管理

■

VCS Simulator の管理

Cluster Manager（Java コンソール）について
Cluster Manager（Java コンソール）には、クラスタを管理するためのすべての機能が備
わっています。 Java コンソールのさまざまな表示画面を使って、クラスタと、サービスグ
ループ、システム、リソースおよびリソースタイプなどの VCS オブジェクトを監視します。
Java コンソールがサポートする操作の多くは、コマンドラインインターフェースと Veritas
Operations Manager でもサポートされています。
コンソールは、そのコンソールが接続するクラスタが機能をサポートするかどうかによって、
機能を有効または無効にします。 たとえば、最新バージョンの VCS に接続した場合、ク
ラスタシェル（Cluster Shell）アイコンは利用できません。ただし、以前のバージョンの
VCS クラスタに接続すると、アイコンは有効になります。
Java コンソールでは、6.0 以降のリリースで導入された新機能は管理できません。
http://www.symantec.com/operations-manager/support から Java コンソールをダウ
ンロードできます。
Storage Foundation と Cluster Server 環境の管理には Veritas Operations Manager
を使うことをお勧めします。Veritas Operations Manager には、Symantec Storage
Foundation and High Availability 製品用の集中型管理コンソールが用意されていま
す。Veritas 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 Operations Manager は Storage
Foundation and High Availability Solutions リリースで利用可能ではなく、別に入手す
る必要があります。 http://go.symantec.com/vom でこのユーティリティを無料でダウン
ロードできます。
p.48 の 「 VCS 管理用のコンポーネント」 を参照してください。

アクセシビリティについて
VCS の Cluster Manager（Java コンソール）には、障害のある方も、障害のない方と同
じように情報とデータを利用できるよう、次のような機能が用意されています。
■

特定の操作に対するショートカットキー
p.875 の 「VCS でのアクセシビリティについて」 を参照してください。

■

ハイコントラスト表示設定

■

サードパーティのアクセシビリティツールのサポート（これらのツールは英語版のみで
サポートされます）
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■

頻繁に表示されるウィンドウのテキスト表示

使い始めるための前提条件
Cluster Manager（Java コンソール）を使い始めるための前提条件を次に示します。
■

最新バージョンの Cluster Manager（Java コンソール）がインストールされていること
を確認してください。以前のバージョンがインストールされている場合は、最新のバー
ジョンにアップグレードします。Cluster Manager（Java コンソール）は VCS の以前
のバージョンと互換性があります。

■

Cluster Manager（Java コンソール）は、次のプラットフォームでサポートされていま
す。
■

AIX 6.1 と 7.1

■

HP-UX 11i v3（IA-64、PA-RISC）

■

RHEL5 U8 と RHEL6 U2

■

SLES10 SP4 と SLES11 SP2

■

Solaris 10（SPARC と x86）

Windows XP、Windows 7、Windows 8、Windows Server 2008 R2 SP1、
Windows Server 2012、Windows 2012 R2
Windows ファイアウォールが設定されている場合、ポート 14141 および 14150 を例
外リストに追加します。
デフォルトでは、VCS の外部通信ポートは 14141 です。Java コンソールが動作す
るには、VCS の外部通信ポートが開いている必要があります。クラスタレベルの属性
OpenExternalCommunicationPort を設定することで VCS の外部通信ポートを閉
じることができます。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
■

■

ユーザーアカウントが設定されていることを確認してください。ユーザーアカウントは、
Cluster Manager へすぐにアクセスできるようにするため、VCS のインストール時に
定義されます。ユーザーアカウントが存在しない場合は、これを作成する必要があり
ます。
p.125 の 「ユーザーの追加」 を参照してください。

■

UNIX システムでは、Cluster Manager 用に表示を設定する必要があります。
p.93 の 「UNIX システムでの表示の設定」 を参照してください。

■

Cluster Manager を起動します。
p.94 の 「Cluster Manager（Java コンソール）の起動」 を参照してください。

■

クラスタパネルを追加します。
p.121 の 「新規クラスタパネルの設定」 を参照してください。

92

第 5 章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理
使い始めるための前提条件

■

クラスタへログインします。
p.122 の 「クラスタへのログオンとログオフ」 を参照してください。

■

ユーザーにクラスタ操作を実行できる権限があることを確認してください。
p.82 の 「VCS ユーザー権限とユーザーロールについて」 を参照してください。

UNIX システムでの表示の設定
UNIX システムで、Cluster Manager（Java コンソール）を使う場合には、X-Window シ
ステムが必要です。Windows ワークステーションでは、表示を設定する必要はありませ
ん。
UNIX システムで表示を設定するには

1

次のコマンドを実行し、デスクトップの X サーバーへ、すべてのホストからのアクセス
を許可します。
# xhost +

2

Cluster Manager を起動するシステム上で環境変数 DISPLAY を設定します。 た
とえば、Korn シェルを使う場合は、次のコマンドを実行して、X サーバーが実際に
描画するサーバーとして、myws を設定します。
# export DISPLAY=myws:0

Java コンソールでのセキュアシェルの使用
X11 転送またはポート転送を使って、Java コンソールをセキュアシェル（SSH）とともに
使うことができます。クライアントおよびホストシステムで、SSH が正しく設定されているこ
とを確認してください。
ポート転送モードでは、コンソールはクライアントシステムの指定されたポートに接続しま
す。このポートは、VCS サーバーノードのポート 14141 に転送されます。
X11 転送を使うには

1

SSH 設定ファイルで、ForwardX11 を yes に設定します。
ForwardX11

2

yes

リモートシステムにログインし、転送接続のテストに使える X クロックプログラムを起
動します。
xclock &

クライアント上で DISPLAY 変数を設定しないでください。 セキュアシェルを通じて
転送される X 接続は、特殊なローカル表示設定を使います。
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ポート転送を使うには

1

SSH 設定ファイルで、GatewayPorts を yes に設定します。
GatewayPorts

2

yes

クライアントシステムから VCS サーバーのポート 14141 にポート（client_port）を転
送します。
$ssh -L client_port:server_host:14141 server_host

openSSH を使う場合、GatewayPorts を設定ファイルに設定できないことがありま
す。 この場合は、コマンドで -g オプションを使います。
$ssh -g -L client_port:server_host:14141 server_host

3

クライアントシステム上で別のウィンドウを開き、Java コンソールを起動します。
$/opt/VRTSvcs/bin/hagui

4

Cluster Monitor でクラスタパネルを追加します。 プロンプトが表示されたら、ホスト
としてクライアントシステムの名前を入力し、ポートとして client_port を入力します。
localhost は入力しないでください。

Cluster Manager（Java コンソール）の起動
Java コンソールは、Windows または UNIX システムで実行できます。
Windows システムで Java コンソールを起動するには
◆

［スタート（Start）］、［すべてのプログラム（All Programs）］、［Symantec］、［Veritas
Cluster Server］、［Veritas Cluster Manager］、［Java コンソール］の順にクリックし
ます。
Windows 2012 オペレーティングシステムでは、［アプリ（Apps）］メニューを使用し
ます。

UNIX システムで Java コンソールを起動するには
◆

ユーザーアカウントを定義し、表示の設定をしたら、次のコマンドを入力して Cluster
Manager を起動します。
/opt/VRTSvcs/bin/hagui

hagui コマンドは、サーバーの発信ポートのうち、次に示すものがすべて開いてい

ないとファイアウォールを通過できません。
■

VCS エンジン: 14141
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■

コマンドサーバー: 14150

■

セキュアクラスタ: 14149

Java コンソールのコンポーネント
Cluster Manager（Java コンソール）では、Cluster Monitor と Cluster Explorer という
2 つのウィンドウで、ほとんどの作業を行います。Cluster Manager は、VCS が動作して
（Cluster Service グループがオンラインになって）いるときにクラスタの管理および設定
を行う場合に使います。
また Java コンソールでは、Windows システムで VCS Simulator を使えます。 このツー
ルは、VCS がオフラインの間に操作をシミュレートし、新しい設定ファイル（main.cf およ
び types.cf）を生成するために使います。 VCS Simulator を使うと、テストクラスタを使っ
たり既存の設定を変更することなく、現実的なシナリオに基づいた設定内容を設計できま
す。
p.177 の 「 VCS Simulator の管理」 を参照してください。

Java コンソール上のアイコン
Java コンソールは、クラスタオブジェクトとその状態に関する情報を通知するためにいく
つかのアイコンを使います。
p.783 の 「リモートクラスタの状態」 を参照してください。
p.785 の 「システムの状態」 を参照してください。
表 5-1 は、Cluster Manager（Java コンソール）のアイコンを示しています。
表 5-1
アイコン

Cluster Manager（Java コンソール）上のアイコン
説明
クラスタ

システム

サービスグループ

リソースタイプ
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アイコン

説明
リソース

OFFLINE

障害発生（UP BUT NOT IN CLUSTER MEMBERSHIP 状態）

障害発生（EXITED 状態）

PARTIAL

リンクハートビート（UP 状態と DOWN 状態）

UP AND IN JEOPARDY

FROZEN

AUTODISABLED

UNKNOWN

ADMIN_WAIT

グローバルサービスグループ（VCS Global Cluster オプションが必要）

RUNNING 状態にあるリモートクラスタ（VCS グローバルクラスタオプション
が必要）
EXITING、EXITED、INIT、INQUIRY、LOST_CONN、LOST_HB、
TRANSITIONING、または UNKNOWN 状態にあるリモートクラスタ
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Cluster Monitor について
Cluster Manager を起動した後、表示される最初のウィンドウが Cluster Monitor です。
このウィンドウには、実際のクラスタまたはシミュレートクラスタに関する一般的な情報を表
示するパネルが 1 つ以上含まれています。
Cluster Monitor を使って次のタスクを実行できます。
■

クラスタへログインします。

■

クラスタのログオフ

■

各種 VCS オブジェクトの概略情報の表示

■

表示のカスタマイズ

■

VCS Simulator の使用

■

Cluster Manager の終了

図 5-1 は、Symantec Cluster Manager の最初のウィンドウを示しています。
図 5-1

Symantec Cluster Server Cluster Manager の起動

Cluster Monitor のツールバー
Cluster Monitor のツールバーには、いくつかのボタンが含まれています。
図 5-2 は、Cluster Monitor のツールバーを示しています。
図 5-2

Cluster Monitor のツールバー

表 5-2 は、Cluster Monitor のツールバーのボタンを左から順に示しています。
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表 5-2
ボタン

Cluster Monitor のツールバーのボタン
説明
［新規クラスタ（New cluster）］: Cluster Monitor に新しいクラス
タパネルを追加します。
［クラスタの削除（Delete Cluster）］: Cluster Monitor からクラス
タパネルを削除します。
［展開（Expand）］: Cluster Monitor 表示を展開します。

［省略（Collapse）］: クラスタパネルのスクロールを一時停止しま
す。
［スタート（Start）］: クラスタパネルのスクロールを開始します。

［ストップ（Stop）］: クラスタパネルのスクロールを一時停止しま
す。
［ログイン（Login）］: クラスタパネルに表示されているクラスタにロ
グインします。
［Explorer を表示（Show Explorer）］: クラスタにログインした後、
Cluster Explorer の追加のウィンドウを起動します。
［クラスタパネルを上へ移動（Move Cluster Panel Up）］: 選択さ
れているクラスタパネルを上に移動します。
［クラスタパネルを下へ移動（Move Cluster Panel Down）］: 選
択されているクラスタパネルを下に移動します。
［ヘルプ（Help）］: オンラインヘルプにアクセスします。

Cluster Monitor のパネルについて
クラスタを管理するには、Cluster Monitor でクラスタパネルを追加するか、または既存の
クラスタパネルを再設定します。各パネルには、クラスタの接続とコンポーネントの状態の
概要が表示されます。
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Cluster Monitor によるクラスタ接続の状態
Cluster Monitor のパネルの右ペインには、クラスタへの接続の状態が表示されます。 ア
クティブでないパネルは、ユーザーがクラスタにログインして接続するまで、利用不可能
として表示されます。クラスタへの接続を変更するには、パネル上で右クリックしてメニュー
を表示します。
次のメニューが利用できます。
■

アクティブなパネルでメニューを使うと、クラスタからログアウトできます。

■

非アクティブなパネルのメニューでは、クラスタへのログイン、クラスタの設定および
Cluster Monitor に登録されているクラスタの削除を行うことができます。

クラスタの一覧表示は、Cluster Monitor の表示で［展開（Expand）］表示を設定している
ときに使えます。 Cluster Monitor を［省略（Collapse）］表示で使っている場合には、ス
クロールしているクラスタの一覧のうちから 1 つのクラスタをアクティブにすると、そのクラ
スタを使っている間、クラスタ一覧のスクロールはストップします。
コンソールの接続先システムが停止した場合、クラスタへの接続が切断されたことを通知
するメッセージが表示されます。 Cluster Monitor は、［接続の設定（Connectivity
Configuration）］ダイアログボックスで設定されたフェールオーバー再試行回数に従っ
て、クラスタ内の別のシステムに接続しようとします。Cluster Monitor が別のシステムに
正常に接続されるまで、パネルは点滅し続けます。 フェールオーバーに失敗した場合
は、障害の発生を通知するメッセージが表示され、パネルは利用できなくなります。

Cluster Monitor による VCS オブジェクトの監視
Cluster Monitor は、登録した各クラスタの状態の概要を表示します。また、Cluster
Explorer でクラスタのオブジェクトの詳細な情報を表示できます。Cluster Monitor のパ
ネルの右のペインには、サービスグループ、システムおよびハートビートの状態（オンライ
ン、オフライン、Up または Down）が表示されます。Cluster Monitor のパネルの左のペ
インには、サービスグループ、システムおよびハートビートを表す 3 つのアイコンが表示
されます。
次に示すように、アイコンの色はクラスタの状態を示しています。
■

点滅する赤い斜線は、Cluster Manager がクラスタの指定されていたシステムへの接
続に失敗し、クラスタ内の別のシステムへの接続を試みていることを示します。

■

点滅する黄色い斜線は、Cluster Manager がクラスタに接続するときに障害が起きた
ことを示します。

アイコンにカーソルを合わせると、そのアイコンのヒントが表示され、特定の VCS オブジェ
クトに関する付加的な情報が表示されます。
Cluster Explorer、ログおよびコマンドセンター内の VCS オブジェクトに関する詳細な情
報を確認するには、パネル上で右クリックしてメニューを表示します。クラスタの一覧表示
は、Cluster Monitor の表示で［展開（Expand）］表示を設定しているときに使えます。
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Cluster Monitor を［省略（Collapse）］表示で使っている場合には、スクロールしているク
ラスタの一覧のうちから 1 つのクラスタをアクティブにすると、そのクラスタを使っている間、
クラスタ一覧のスクロールはストップします。

Cluster Monitor のパネルの展開と省略
Cluster Monitor は、展開表示（デフォルト）と省略表示の 2 つの表示方法をサポートし
ています。展開表示では、すべてのクラスタパネルが表示されます。省略表示では、複
数のクラスタパネルが上方向にスクロールし、一度に 1 つのクラスタパネルが表示されま
す。
クラスタパネルの一覧表示など、クラスタパネルの展開表示で実行できる操作は、省略表
示でも、クラスタパネルのスクロールを中断した後で実行できます。
次の操作のために実行する必要のあるアクションを確認してください。
Cluster Monitor を省略表示 表示（View）メニューで、［省略（Collapse）］をクリックします。
にするには
または
Cluster Monitor のツールバーにある［省略（Collapse）］をクリック
します。
Cluster Monitor を展開表示 表示（View）メニューで、［展開（Expand）］をクリックします。
にするには
または
Cluster Monitor のツールバーにある［展開（Expand）］をクリックし
ます。
クラスタパネルのスクロールを クラスタパネルをクリックします。
中断するには
または
Cluster Monitor のツールバーにある［ストップ（Stop）］をクリックし
ます。

Cluster Manager 表示のカスタマイズ
ユーザーの環境設定にしたがってオブジェクトを表示するには、Cluster Manager をカ
スタマイズします。
Cluster Manager 表示をカスタマイズするには

1

Cluster Monitor のファイル（File）メニューで、［環境設定（Preferences）］をクリック
します。 Windows システムを使っている場合は手順 2 に進みます。それ以外の場
合は、手順 3 に進んでください。

2

［ルックアンドフィール（Look & Feel）］タブ（Windows システムの場合）で、次の手
順を実行します。
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3

4

■

［システム標準（Windows または Motif）のルックアンドフィール（Native (Windows
or Motif) look & feel）］または［Java（Metal）ルックアンドフィール（Java (Metal)
look & feel）］をクリックします。

■

［適用（Apply）］をクリックします。

［外観（Appearance）］タブで、次の手順を実行します。

■

［カラー（color）］をクリックします（［Java（Metal）ルックアンドフィール（look &
feel）］に適用）。

■

アイコンのサイズをクリックします。

■

［ヒントを表示（Show Tooltips）］チェックボックスをオンにして、ツールヒントを有
効にします。

■

［Cluster Manager カラーの削除（Remove Cluster Manager colors）］チェック
ボックスをオンにして、標準のカラー設定を変更します。

■

［適用（Apply）］をクリックします。

［サウンド（Sound）］タブで、次の手順を実行します。
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このタブを使うには、サウンドカードが正しく設定されていることが必要です。

5

■

［サウンドの有効化（Enable Sound）］チェックボックスをオンにして、サウンドを
特定のイベントに関連付けます。

■

［イベント（Events）］設定ツリーでイベントを選択してクリックします。

■

サウンド（Sound）メニューでサウンドをクリックします。

■

選択したサウンドをテストするには、［再生（Play）］をクリックします。

■

［適用（Apply）］をクリックします。

■

これらの手順を繰り返して、他のイベントにもサウンドを関連付けます。

最後の選択を行ったら、［OK］をクリックします。

Cluster Explorer について
Cluster Explorer は、クラスタ管理を行うメインウィンドウです。 このウィンドウから、
VCS オブジェクトの状態の表示や、各種操作の実行ができます。
図 5-3 は、Cluster Explorer のウィンドウを示しています。
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図 5-3

Cluster Explorer ウィンドウ

このウィンドウは、3 つのペインに分かれています。一番上のペインには、頻繁に使う操
作をすばやく実行するためのツールバーが表示されます。左のペインには、［サービスグ
ループ（Service Groups）］、［システム（Systems）］および［リソースタイプ（Resource
Types）］の 3 つのタブがある設定ツリーが表示されます。右のペインは表示パネルで、
設定ツリーで選択したオブジェクトに対応したさまざまなビューが表示されます。
Cluster Explorer の利用法

1

クラスタにログインします。

2

Cluster Monitor で、アクティブなパネル上の任意の場所をクリックします。
または
Cluster Monitor で選択したパネルを右クリックし、メニューの［Cluster Explorer
（Explorer View）］をクリックします。

Cluster Explorer のツールバー
Cluster Explorer のツールバーには、18 個のアイコンがあります。
メモ: クラスタのタイプ（ローカルまたはグローバル）と、クラスタにログインしたユーザーの
権限によっては、一部のアイコンが無効になっていることがあります。
図 5-4 は、Cluster Explorer のツールバーを示しています。
図 5-4

Cluster Explorer のツールバー
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表 5-3 は、Cluster Explorer のツールバー上のボタンを示しています。
左から右に説明します。
表 5-3
ボタン

Cluster Explorer のツールバー上のボタン
説明
［設定を開く（Open Configuration）］:VCS の設定を読み取り専用モードか
ら読み書き両用モードに変更します。これで設定を変更できるようになりま
す。
［設定を保存する（Save Configuration）］:設定をディスクに書き込みます。

［設定を保存して閉じる（Save and Close Configuration）］:設定をディスク
に読み取り専用ファイルとして書き込みます。
［サービスグループの追加（Add Service Group）］:［サービスグループの追
加（Add Service Group）］ダイアログボックスを表示します。
［リソースの追加（Add Resource）］:［リソースの追加（Add Recource）］ダイ
アログボックスを表示します。
［システムの追加（Add System）］:［システムの追加（Add System）］ダイア
ログボックスを表示します。
［サービスグループのシステム管理（Manage systems for a Service
Group）］:［システムマネージャ（System Manager）］ダイアログボックスを表
示します。
［サービスグループのオンライン（Online Service Group）］:［サービスグルー
プのオンライン（Online Service Group）］ダイアログボックスを表示します。
［サービスグループのオフライン（Offline Service Group）］:［サービスグルー
プのオフライン（Offline Service Group）］ダイアログボックスを表示します。
［コマンドセンター（Command Center）］:コマンドラインから実行できるもの
と同じ VCS 操作の多くを実行できます。
［シェルコマンドウィンドウの表示（Show Shell Command Window）］:非対
話型のシェルコマンドをクラスタシステムで実行したり、その結果をシステム
ごとに表示できます。
［ログの表示（Show the Logs）］: VCS エンジンによって生成されたアラー
トとメッセージ、VCS エージェント、コンソールから発行されたコマンドを表示
します。
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ボタン

説明
［設定ウィザードの起動（Launch Configuration Wizard）］:ウィザードを使
い、VCS サービスグループを作成できます。
［Notifier リソース設定ウィザードの起動（Launch Notifier Resource
Configuration Wizard）］:ウィザードを使い、VCS イベント通知を設定でき
ます。
リモートグループリソース設定ウィザード. リモートクラスタのサービスグルー
プを監視するためのリソースを設定できます。
［リモートクラスタの追加と削除（Add/Delete Remote Clusters）］:グローバ
ルクラスタを追加および削除できます。
［グローバルグループの設定（Configure Global Groups）］:ローカルサービ
スグループをグローバルグループに変更したり、グローバルグループをロー
カルサービスグループに変更できます。
［クエリー（Query）］:フィルタ基準に従ってクラスタ設定を検索できます。

［仮想ファイアドリル（Virtual Fire Drill）］:リソースがクラスタ内の別のノードに
フェールオーバーできるかどうかをチェックします。 仮想ファイアドリルの実
行をサポートするエージェントが必要です。
［Cluster Explorer ヘルプの表示（Show Cluster Explorer Help）］:オンラ
インヘルプを表示します。

Cluster Explorer の設定ツリー
Cluster Explorer の設定ツリーは、次の VCS オブジェクトを各タブごとに表示します。
各タブは次のとおりです。
■

［サービスグループ（Service Groups）］タブには、クラスタのサービスグループのリス
トが表示されます。 各サービスグループを展開すると、そのグループのリソースタイプ
とリソースが表示されます。

■

［システム（Systems）］タブには、クラスタ内のシステムのリストが表示されます。

■

［タイプ（Types）］タブには、クラスタ内のリソースタイプのリストが表示されます。

Cluster Explorer の表示パネル
Cluster Explorer の右のペインには、設定ツリーで選択したオブジェクトの詳細情報を表
示するための表示パネルがあります。このペインの情報は、一覧形式またはグラフィック

105

第 5 章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理
Cluster Explorer について

形式になっています。表示方法は、タブを使って切り替えます。 コンソールでは、各ビュー
を切り離して（ティアオフ）独立したウィンドウに表示することができます。
■

設定ツリーで任意のオブジェクトをクリックすると、［状態ビュー（Status View）］および
［プロパティビュー（Properties View）］が利用できます。

■

設定ツリーでクラスタをクリックすると、［サービスグループビュー（Service Group
View）］、［システム接続性ビュー（System Connectivity View）］、［リモートクラスタの
状態ビュー（Remote Cluster Status View）］（グローバルクラスタの場合のみ）が利
用できます。

■

設定ツリーでサービスグループをクリックすると、［リソースビュー（Resource View）］
が利用できます。

ティアオフビューを作成するには
表示（View）メニューの［ティアオフ（Tear Off）］をクリックし、一覧の中から目的の表示を
クリックします。
または
設定ツリーでオブジェクトを右クリックして［表示（View）］をクリックし、一覧の中から目的
の表示をクリックします。

状態ビュー
［状態ビュー（Status View）］には、設定ツリーで選択したオブジェクトの状態の概要が表
示されます。この表示を使って、クラスタ、システム、サービスグループ、リソースタイプお
よびリソース全体の状態を監視します。
たとえば、設定ツリーでサービスグループを選択すると、［状態ビュー（Status View）］に
はサービスグループの状態とクラスタメンバーシステム上のリソースの状態が表示されま
す。また、最近のクリティカルログやエラーログが 5 つ表示されます。状態表にあるアイコ
ンにマウスのポインタを合わせると、関連する VCS オブジェクトについてヒントが開きま
す。
図 5-5 は、［状態ビュー（Status View）］を示しています。
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図 5-5

状態ビュー

グローバルクラスタの場合、このビューにはリモートクラスタの状態が表示されます。グロー
バルグループの場合は、このビューに、ローカルクラスタとリモートクラスタ上にあるグルー
プの状態が表示されます。
［状態ビュー（Status View）］の利用法

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、オブジェクトをクリックします。

2

表示パネルで、［状態（Status）］タブをクリックします。

プロパティビュー
［プロパティビュー（Properties View）］には、VCS オブジェクトの属性が表示されます。
クラスタとそのコンポーネントについての適用範囲、変数を定義します。
図 5-6 は、［プロパティビュー（Properties View）］を示しています。
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図 5-6

プロパティビュー

属性の情報を表示するには、表内の属性名または［ヘルプ（Help）］カラム内のアイコン
をクリックします。
p.69 の 「VCS の属性について」 を参照してください。
デフォルトでは、設定ツリーで選択したオブジェクトの［キー属性（Key Attributes）］が表
示されます。リソースの［プロパティビュー（Properties View）］には、リソースのキー属性
（Key Attributes）およびリソースタイプに固有の属性が表示されます。値を無効にされた
属性も表示されます。
p.155 の 「リソースタイプの静的属性の無効化」 を参照してください。
選択した VCS オブジェクトに関連付けられているすべての属性を表示するには、［すべ
ての属性を表示（Show all attributes）］をクリックします。
［プロパティビュー（Properties View）］の利用法

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、VCS オブジェクトをクリックします。

2

表示パネルで、［プロパティ（Properties）］タブをクリックします。
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サービスグループビュー
［サービスグループビュー（Service Group View）］には、クラスタのサービスグループと
その依存関係が表示されます。この表示のグラフとヒントを使って、依存関係を監視、作
成および解除してください。ヒントを表示するには、クラスタシステム内のグループのタイ
プや状態、およびサービスグループ間の依存関係のタイプに関する情報に対応したグ
ループアイコンにマウスのポインタを合わせます。
図 5-7 は、［サービスグループビュー（Service Group View）］を示しています。
図 5-7

サービスグループビュー

2 つのサービスグループの間にある線が、依存関係、つまり親子関係を表します。VCS
では、親サービスグループは子サービスグループと依存関係にあります。サービスグルー
プは、親と子のどちらにもなり得ます。
p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してください。
サービスグループ間のリンクの色は、依存関係のタイプを示します。
■

青色のリンクは、soft 依存関係を示します。

■

赤色のリンクは、firm 依存関係を示します。

■

緑色のリンクは、hard 依存関係を示します。この依存関係は一般に、ディザスタリカ
バリ設定において VVR で使います。

［サービスグループビュー（Service Group View）］の利用法

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタをクリックします。

2

表示パネルで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。
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リソースビュー
［リソースビュー（Resource View）］には、サービスグループのリソースが表示されます。
この表示のグラフとヒントを使って、リソース間の依存関係、およびクラスタ内のすべてま
たは個々のシステム上のサービスグループの状態を監視します。
図 5-8 は、［リソースビュー（Resource View）］を示しています。
図 5-8

リソースビュー

グラフでは、2 つのリソース間にある線が、依存関係、つまり親子関係を表します。リソー
スの依存関係に従って、リソースをオンライン化およびオフライン化する順序が決まりま
す。フェールオーバー処理において、グラフの一番上にあるリソースは、それらに結び付
けられたリソースをオフラインにする前にオフラインになる必要があります。つまり、グラフ
の上位に位置するリソースからオフラインとなります。同様に、グラフの一番下に表示され
るリソースは、それらに結び付けられたリソースをオンラインにする前にオンラインになる
必要があります。つまり、グラフの下位のリソースからオンラインとなります。
■

他のリソースに依存するリソースは、親リソースです。グラフでは、親リソースのアイコ
ンが、その下にある子リソースのアイコンに結び付けられます。ルートリソース（親を持
たないリソース）は一番上に表示されます。

■

他のリソースが依存するリソースは、子リソースです。グラフでは、子リソースのアイコ
ンが、その上にある親リソースのアイコンに結び付けられます。

■

リソースは、親と子のどちらにもなり得ます。

リソースのタイプ、状態、およびキー属性に関するヒントを表示するには、リソースアイコン
にマウスのポインタを合わせます。リソースの状態には、指定されたシステム（ローカル）
の状態が反映されます。
［リソースビュー（Resource View）］の一番下のペインで、システムアイコンおよびサービ
スグループアイコンの上にマウスのポインタを合わせると、クラスタ内のすべてのシステム
または個々のシステム上のサービスグループの状態に関するヒントが表示されます。特定
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のシステムのサービスグループのリソースグラフを表示するには、システムアイコンをクリッ
クします。クラスタ内のすべてのシステムのリソースグラフを表示するには、サービスグルー
プアイコンをクリックします。
［リソースビュー（Resource View）］の利用法

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをク
リックします。

2

設定ツリーで、サービスグループをクリックします。

3

表示パネルで、［リソース（Resources）］タブをクリックします。

サービスグループビューとリソースビュー内のアイコンの移動とリンク
図 5-9 は、［サービスグループビュー（Service Group View）］または［リソースビュー
（Resource View）］の右上隅にある［リンク（Link）］ボタンと［自動調整（Auto Arrange）］
ボタンを示しています。
図 5-9

［リンク（Link）］ボタンと［自動調整（Auto Arrange）］ボタン

［リンク（Link）］をクリックすると、［サービスグループビュー（Service Group View）］と［リ
ソースビュー（Resource View）］のリンクモードを設定または無効にできます。
メモ: ［リンク（Link）］ボタンを使わないで依存関係リンクを設定する方法もあります。
リンクモードでは、親アイコンをクリックし、子になるアイコンまで黄色の線をドラッグし、子
アイコンをクリックすることで、依存関係リンクを作成できます。Esc キーを使うと、親と子
のアイコンを結び付けた黄色の依存関係線を削除できます。
リンクモードが有効でない場合にアイコンを移動するには、アイコンをクリックし、水平面
に沿ってドラッグします。 ［自動調整（Auto Arrange）］をクリックすると、グラフの外観がリ
セットされます。リソース、サービスグループまたは依存関係リンクを追加または削除した
後、表示内のアイコンの配列はリセットされます。［リソースビュー（Resource View）］およ
び［サービスグループビュー（Service Group View）］での変更は、ユーザーがログアウト
し、Java コンソールにログインした後も維持されます。

サービスグループビューとリソースビューのズームパネル
リソースビューとサービスグループビューには、グラフを拡大または縮小するためのツー
ルがあります。
図 5-10 は、ズームパネルを開くための、右上隅にある虫眼鏡のアイコンを示しています。

111

第 5 章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理
Cluster Explorer について

図 5-10

ズームパネル

■

表示を左または右に移動するには、手の形のアイコンの間にあるドロップダウンメニュー
で距離（ピクセル単位）を選択します。 ［←］または［→］が表示されている手の形のア
イコンをクリックして、表示を目的の方向に移動させます。

■

表示を拡大または縮小するには、虫眼鏡の形のアイコンの間にあるドロップダウンメ
ニューで倍率をクリックします。［-］または［+］が表示されている虫眼鏡のアイコンをク
リックして、表示のサイズを変更します。

■

グラフの一部を表示するには、［+］が表示されている虫眼鏡のアイコンの右にあるボッ
クスにマウスのポインタを合わせます。このボックス内で、グラフの適切な部分を赤い
アウトラインで囲みます。アウトラインで囲んだ新しい領域をクリックして、その部分を
表示します。

■

もとの表示に戻すには、1 が表示されている虫眼鏡のアイコンをクリックします。

システム接続性ビュー
図 5-11 は、クラスタ内のシステム接続の状態を表示する［システム接続性ビュー（System
Connectivity View）］を示しています。このビューを使って、システムリンクとハートビート
を監視します。
図 5-11

システム接続性ビュー

VCS は、システムとそのサービスを、プライベートネットワークを介して監視します。シス
テムは、追加のプライベートネットワーク上でハートビートを介して通信し、クラスタのどの
システムがアクティブメンバーであるか、どのシステムがクラスタに追加され、また、クラス
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タから切り離されたのか、またどのシステムで障害が発生したのか、といった情報を、クラ
スタ内のどのシステムも認識することができます。
VCS は、すべてのシステムを 2 つ以上の通信チャネルで接続することによって、ネット
ワーク障害に対して耐性を高めています。システムが単一ハートビートで接続されている
場合、システムに障害が発生してハートビートができなくなったのか、ハートビート用のネッ
トワーク機器に障害が発生してハートビートができなくなったのか、などのハートビート途
絶の原因が VCS には識別できなくなります。このような状況を JEOPARDY といいます。
リンクとハートビートに関するヒントを表示するには、システムアイコンにマウスのポインタ
を合わせます。 クラスタ内のシステムが、他のシステムとハートビート通信ができない場合
には、そのシステムのアイコンの外観が変わり、リンクが停止していることを示します。この
場合、このシステムに関するヒントに JEOPARDY 警告が表示されることがあります。
［システム接続性ビュー（System Connectivity View）］の利用法

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタをクリックします。

2

表示パネルで、［システム接続性（System Connectivity）］タブをクリックします。

リモートクラスタの状態ビュー
このビューには、VCS グローバルクラスタオプションが必要です。
図 5-12 は、グローバルクラスタ環境におけるクラスタとグローバルグループの概要を表
示する［リモートクラスタの状態ビュー（Remote Cluster Status View）］を示しています。
この表示を使って、クラスタの名前、アドレスおよび状態と、ハートビートのタイプ（Icmp ま
たは IcmpS）および状態を調べます。
図 5-12

リモートクラスタの状態ビュー

この表示では、障害が発生した場合に、災害、断線または停電によるリモートクラスタ障
害であることを示すことができます。VCS オブジェクトに関する情報を表示するには、表
のセルにマウスのポインタを合わせます。
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［リモートクラスタの状態ビュー（Remote Cluster Status View）］の利用法

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタをクリックします。

2

表示パネルで、［リモートクラスタの状態（Remote Cluster Status）］タブをクリックし
ます。

Java コンソールの追加機能の使い方
Cluster Manager を使って、［テンプレートビュー（Template View）］、［システムマネー
ジャ（System Manager）］、［ユーザーマネージャ（User Manager）］、［コマンドセンター
（Command Center）］、［設定ウィザード（Configuration Wizard）］、［Notifier リソース設
定ウィザード（Notifier Resource Configuration Wizard）］、［リモートグループリソース設
定ウィザード（Remote Group Resource Configuration Wizard）］、クエリーモジュール
およびログを利用できます。
さらに、Cluster Manager を使って、仮想ファイアドリル（または HA ファイアドリル）を実
行し、サービスグループが特定のノードでオンライン化できなくなるような設定の不一致
がないかどうかを確認できます。

テンプレートビュー
［テンプレートビュー（Template View）］には、VCS で使用可能なサービスグループテン
プレートが表示されます。テンプレートには、リソース、リソースの属性、サービスグループ
内の依存関係があらかじめ定義されています。この表示を使って、クラスタ設定にサービ
スグループを追加し、既存のサービスグループにテンプレートで定義されているリソース
の設定を複製します。
このウィンドウの左のペインには、Cluster Manager が接続しているシステムで使用可能
なテンプレートが表示されます。 右のペインには、選択したテンプレートのリソース依存
関係グラフが表示されます。
テンプレートファイルは VCS 設定パラメータに準拠して設定されており、その拡張子は
.tf です。これらのファイルは、VCS 設定ディレクトリに存在します。
図 5-13 は、［テンプレートビュー（Template View）］を示しています。
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図 5-13

テンプレートビュー

［テンプレートビュー（Template View）］の利用法
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［テンプレート（Templates）］をクリックし
ます。

システムマネージャ
［システムマネージャ（System Manager）］を使って、サービスグループのシステムリスト
にあるシステムを追加および削除できます。
（0 から始まる）優先順位が割り当てられます。これは、フェールオーバー実行時に、サー
ビスグループを起動するシステムの順序を示します。 必要に応じて、［優先順位（Priority）］
カラムのエントリをダブルクリックして、新しい値を入力します。 サービスグループの
AutoStartList 属性にシステムを追加するには、［起動（Startup）］にチェックマークを付
けます。これにより、HAD が起動するたびに、サービスグループをシステムで自動的にオ
ンラインにすることができます。

［システムマネージャ（System Manager）］の利用法
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Cluster Explorer の設定ツリーで、サービスグループをクリックし、ツール（Tools）メニュー
の［システムマネージャ（System Manager）］を選択します。
または
Cluster Explorer 設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービス
グループをクリックし、ツールバーの［サービスグループに関するシステム管理（Manage
systems for a Service Group）］を選択します。

ユーザーマネージャ
［ユーザーマネージャ（User Manager）］を使って、ユーザープロファイルの追加と削除
や、ユーザー権限の変更を実行できます。VCS がセキュアモードで動作していない場
合、ユーザーマネージャを使ってユーザーのパスワードを変更できます。ユーザーマネー
ジャを利用する場合には、Cluster Administrator 権限でログインしている必要がありま
す。

［ユーザーマネージャ（User Manager）］の利用法
Cluster Explorer のファイル（Files）メニューで、［ユーザーマネージャ（User Manager）］
をクリックします。

コマンドセンター
［コマンドセンター（Command Center）］では、VCS コマンドを組み合わせて実行できま
す。また、コマンドラインから実行するほとんどのコマンドもこのウィンドウから実行できま
す。 ウィンドウの左のペインには、すべての VCS 操作の［コマンド（Commands）］ツリー
が表示されます。右のペインには、選択したコマンドを説明する表示パネルが表示されま
す。下のペインには、実行中のコマンドが表示されます。
コマンドツリーは、［設定（Configuration）］フォルダと［操作（Operations）］フォルダで構
成されています。 ［設定（Configuration）］フォルダまたは［操作（Operations）］フォルダ
の左にあるアイコンをクリックすると、そのフォルダのサブフォルダとコマンドの情報が右の
ペインに表示されます。選択したコマンドに関する情報を表示するには、コマンドツリー
内で該当する項目にマウスのポインタを合わせます。
図 5-14 は、［コマンドセンター（Command Center）］ウィンドウを示しています。
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図 5-14

［コマンドセンター（Command Center）］ウィンドウ

［コマンドセンター（Command Center）］の利用法
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［コマンドセンター（Command Center）］
をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［コマンドセンターの表示（Show Command Center）］
をクリックします。

設定ウィザード
［設定ウィザード（Configuration Wizard）］を使って、サービスグループを作成し、クラス
タ内のシステムに割り当てます。
p.144 の 「設定ウィザードを使ったサービスグループの作成」 を参照してください。
［設定ウィザード（Configuration Wizard）］の利用法
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［設定ウィザード（Configuration Wizard）］
をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［設定ウィザードの起動（Launch Configuration
Wizard）］をクリックします。

Notifier リソース設定ウィザード
VCS は、リソースの障害やシステムの障害などの重大なイベントを、管理者に通知する
ための手段を提供します。 VCS には、notifier デーモンと hanotify ユーティリティで構
成された notifier コンポーネントがバンドルされています。［Notifier リソース設定ウィザー
ド（Notifier Resource Configuration Wizard）］を使うと、notifier コンポーネントを
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NotifierMngr というタイプのリソースとして設定し、ClusterService グループに追加する
ことができます。
p.170 の 「Notifier ウィザードを使った VCS イベント通知の設定」 を参照してください。
［Notifier リソース設定ウィザード（Notifier Resource Configuration Wizard）］の利用法
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［Notifier ウィザード（Notifier Wizard）］
をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［Notifier リソース設定ウィザードの起動（Launch
Notifier Resource Configuration Wizard）］をクリックします。

リモートグループリソース設定ウィザード
RemoteGroup リソースにより、リモートサービスグループをローカルクラスタから管理また
は監視できます。 リモートクラスタで動作するサービスグループごとに、対応する
RemoteGroup リソースをローカルクラスタに作成できます。
p.150 の 「Java コンソールからの RemoteGroup リソースの追加」 を参照してください。
［リモートグループリソース設定ウィザード（Remote Group Resource Configuration
Wizard）］の利用法
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［リモートグループリソースウィザード...
（Remote Group Resource Wizard...）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［リモートグループリソースウィザードを設定します
（Configure Remote Group Resource Wizard）］をクリックします。

クラスタクエリー
［クラスタクエリー（Cluster Query）］を使うと、Cluster Explorer から SQL に似た形式の
クエリーを実行できます。クエリー可能な VCS オブジェクトには、サービスグループ、シ
ステム、リソースおよびリソースタイプがあります。 クエリーによっては、システムのオンライ
ングループの数や特定のリソース属性の検索などを行えるようにカスタマイズできるもの
もあります。
p.169 の 「クラスタ設定のクエリー」 を参照してください。
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［クラスタクエリー（Cluster Query）］ダイアログボックスの利用法
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［クエリー（Query）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［クエリー（Query）］をクリックします。

ログ
［ログ（Logs）］ダイアログボックスには、VCS エンジンによって生成されたログメッセージ、
VCS エージェント、Cluster Manager からクラスタに発行されたコマンドが表示されます。
このダイアログボックスを使って、グローバルクラスタに障害が発生した場合やサービスグ
ループのフェールオーバーが失敗した場合に出力されるアラートを監視し、アクションを
実行します。
メモ: エンジンログメッセージのタイムスタンプを正確なものにするために、Java コンソー
ルを実行しているシステムのタイムゾーンを、VCS エンジンを実行しているシステムと同
じタイムゾーンに設定してください。
■

［VCS ログ（VCS Logs）］タブをクリックすると、イベントのログタイプ、時刻、詳細が表
示されます。各メッセージでは、メッセージの種類を示すアイコンが表の一列目に表
示されます。このウィンドウでは、フィルタを設定することによってメッセージの表示を
カスタマイズできます。

■

［エージェントログ（Agent Logs）］タブをクリックすると、システム、リソースタイプ、リソー
スのフィルタ条件に基づいて、ログが表示されます。このタブを使って、エージェント
イベントのログタイプ、時刻および詳細を表示します。

■

［コマンドログ（Command Logs）］タブをクリックすると、コマンドの状態（成功または
失敗）、時刻、コマンド ID、詳細が表示されます。［コマンドログ（Command Log）］に
は、現在のセッションで発行されたコマンドのみが表示されます。
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■

［アラート（Alerts）］タブをクリックすると、管理者のアクションが必要な状態が表示され
ます。アラートは、ローカルグループがローカルクラスタ中のシステムにフェールオー
バーできない場合、グローバルグループがフェールオーバーできない場合、またはク
ラスタ障害が発生した場合に出力されます。また、現在のアラートは、コンソールから
クラスタにログインするときに、ポップアップウィンドウにも表示されます。

［ログ（Logs）］ダイアログボックスの利用法
Cluster Explorer の表示（View）メニューで［ログ（Logs）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［ログの表示（Show the Logs）］をクリックします。

サーバーとユーザーの信用証明
VCS がセキュアモードで動作している場合、Cluster Explorer からクラスタに接続するた
めに使われる、サーバーおよびユーザーの信用証明を表示できます。
ユーザー信用証明を表示するには
Cluster Explorer の表示（View）メニューで［ユーザー信用証明（User Credentials）］を
クリックします。

サーバー信用証明を表示するには
Cluster Explorer の表示（View）メニューで［サーバー信用証明（Server Credentials）］
をクリックします。
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Cluster Monitor の管理
Java コンソールを使うと、Cluster Monitor でクラスタパネルを追加または再設定するこ
とによって、クラスタまたはシミュレートしたクラスタを管理できます。新しく追加したクラス
タへの接続をアクティブ化するには、次の手順を実行した後、新しく作成された接続をク
リックしてログインします。

新規クラスタパネルの設定
Java GUI を使って、接続先の各クラスタのクラスタパネルを追加する必要があります。
新規クラスタパネルを設定するには

1

Cluster Monitor のファイル（File）メニューで、［新規クラスタ（New Cluster）］をクリッ
クします。 シミュレートされたクラスタの場合、ファイルメニューの［新規シミュレータ
（New Simulator）］をクリックします。
または
Cluster Monitor のツールバーの［新規クラスタ（New Cluster）］をクリックします。

2

クラスタに接続する詳細を入力します。

■

クラスタ内のシステムのホスト名または IP アドレスを入力します。

■

必要に応じて、デフォルトのポート番号 14141 を変更してください。VCS
Simulator で使っているデフォルトのポート番号は、14153 です。Simulator の
各インスタンスに接続するには、それぞれ異なるポートを使う必要があります。各
インスタンスが同じシステムで動作している場合でも同様です。

■

フェールオーバー再試行回数を入力します。VCS で設定されるデフォルトの再
試行回数は 12 です。

■

シミュレートされたクラスタの場合、設定するプラットフォームをクリックします。

■

［OK］をクリックします。Cluster Monitor に、アクティブではないパネルが表示さ
れます。
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クラスタパネル設定の変更
クラスタパネルが別のクラスタを指すように修正し、ポート番号またはフェールオーバー再
試行回数を変更します。

1

Cluster Monitor がデフォルトの展開された状態である場合は、手順 2 に進んでく
ださい。Cluster Monitor が省略された状態の場合は、次の操作を実行してくださ
い。
表示（View）メニューで、［展開（Expand）］をクリックします。
または
アクティブなパネルが表示パネルとして表示されているときに、表示（View）メニュー
の［ストップ（Stop）］をクリックします。

2

クラスタパネルを右クリックします。パネルがアクティブではない場合は、手順 4 に進
んでください。

3

メニューの［ログアウト（Logout）］をクリックします。クラスタパネルがアクティブではな
くなります。

4

アクティブではないパネルを右クリックし、［設定...（Configure...）］を選択します。

5

クラスタとの接続の詳細を変更します。

■

クラスタ内の任意のシステムのホスト名または IP アドレスを入力します。

■

ポート番号とフェールオーバー再試行回数を入力します。VCS で設定されるデ
フォルトのポート番号は 14141 で、再試行回数は 12 です。VCS Simulator で
使っているデフォルトのポート番号は、14153 です。

■

シミュレートされたパネルの場合、設定のプラットフォームをクリックします。

■

［OK］をクリックします。

クラスタへのログオンとログオフ
Cluster Monitor にクラスタパネルを追加または設定した後、パネルをクリックしてクラスタ
にログオンし、Cluster Explorer にアクセスします。 クラスタの管理が終了したら、Cluster
Monitor を使って、クラスタからログアウトします。
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クラスタへのログイン
このトピックでは、クラスタにログインする方法について説明します。

1

Cluster Monitor がデフォルトの展開された状態である場合は、手順 2 に進んでく
ださい。Cluster Monitor が省略された状態の場合は、次の操作を実行してくださ
い。
表示（View）メニューで、［展開（Expand）］をクリックします。
または
アクティブなパネルが表示パネルとして表示されているときに、表示（View）メニュー
の［ストップ（Stop）］をクリックします。

2

ログインする対象クラスタのパネルをクリックします。
または
適切なパネルが強調表示されている場合は、ファイル（File）メニューの［ログイン
（Login）］をクリックします。

3

ユーザーの情報を入力します。
クラスタがセキュアモードで動作していない場合は、次の手順に従います。
■

VCS ユーザー名とパスワードを入力します。

■

［OK］をクリックします。

クラスタがセキュアモードで動作している場合は、次の手順に従います。
■

ネーティブユーザーの信用証明を入力します。

nis アカウントまたは nis+ アカウント、またはローカルシステムで設定したアカウ
ントを使うことができます。ドメイン名を入力しない場合、VCS は対象ドメインを
ローカルシステムと判断します。
ユーザーがそのシステムの root 権限を持っていない場合、VCS は Guest 権
限をユーザーに割り当てます。 これらの権限を上書きするには、VCS 管理者の
リストにドメインユーザーを追加します。
p.125 の 「ユーザープロファイルの管理」 を参照してください。
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■

Java コンソールは、エンジンによって提供される認証ブローカーとドメインタイプ
を使って、クラスタに接続します。 認証ブローカーまたはドメインタイプを変更す
るには、［拡張（Advanced）］をクリックします。
p.48 の 「セキュリティサービスについて」 を参照してください。
必要に応じて、新しいブローカーとドメインタイプを選択します。

■

［OK］をクリックします。

■

［サーバー信用証明（Server Credentials）］ダイアログボックスに、コンソールが
接続しているクラスタサービスの信用証明が表示されます。
クラスタに接続するたびにこのダイアログボックスが表示されないようにするには、
［起動時に非表示（Do not show during startup）］チェックボックスをオンにしま
す。

■

［OK］をクリックしてクラスタに接続します。

サービスグループおよびリソースなどの各種オブジェクトがサーバーからコンソール
へ転送される様子がアニメーションで表示されます。
初回ログイン時に Cluster Explorer が自動的に起動され、クラスタパネルのアイコ
ンの色が変化してパネルがアクティブであることを示します。

クラスタのログオフ
クラスタからログアウトするには、次の手順を実行します。

1

Cluster Monitor がデフォルトの展開された状態である場合は、手順 2 に進んでく
ださい。Cluster Monitor が省略された状態の場合は、次の操作を実行してくださ
い。
表示（View）メニューで、［展開（Expand）］をクリックします。
または
アクティブなパネルが表示パネルとして表示されているときに、表示（View）メニュー
の［ストップ（Stop）］をクリックします。

2

アクティブなパネルを右クリックし、［ログアウト（Logout）］をクリックします。
または
適切なパネルが強調表示されている場合は、ファイル（File）メニューの［ログアウト
（Logout）］をクリックします。
Cluster Explorer が閉じ、Cluster Monitor のパネルがアクティブではなくなります。
クラスタでコマンドを実行した場合は、設定を保存するよう求めるプロンプトが表示さ
れます。

Cluster Explorer からログアウトするには
ファイル（File）メニューで、［ログアウト（Log Out）］をクリックします。
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ユーザープロファイルの管理
Java コンソールでは、Cluster Administrator 権限を持つユーザーは、ユーザープロファ
イルを追加、変更および削除できます。［ユーザーマネージャ（User Manager）］ダイア
ログボックスの各ユーザー名の横にあるアイコンは、そのユーザーが持つ権限を示しま
す。Administrator 権限および Operator 権限は、クラスタレベルとグループレベルに分
かれています。
p.82 の 「VCS ユーザー権限とユーザーロールについて」 を参照してください。

ユーザーの追加
ユーザーを追加するには、次の手順に従います。

1

Cluster Explorer のファイルメニューで、［ユーザーマネージャ（User Manager）］を
クリックします。

2

［ユーザーマネージャ（User Manager）］ダイアログボックスで、［新規ユーザー（New
User）］をクリックします。

3

［ユーザーの追加（Add User）］ダイアログボックスで、次の手順に従います。

■

ユーザーの名前を入力します。

■

クラスタがセキュアモードで動作していない場合、ユーザーのパスワードを入力
し、確認のためもう一度入力します。

■

適切なチェックボックスをオンにして、ユーザーに権限を与えます。 Group
Administrator 権限または Group Operator 権限を与える場合は、次の手順に
進んでください。 それ以外の場合は、最後の手順に進んでください。

■

［グループの選択...（Select Groups...）］をクリックします。
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4

■

ユーザーに権限を与えるグループをクリックし、右矢印ボタンをクリックして、その
グループを［選択されたグループ（Selected Groups）］ボックスに移動します。

■

［OK］をクリックして、［グループの選択（Select Group）］ダイアログボックスを終
了します。もう一度、［OK］をクリックして、［ユーザーの追加（Add User）］ダイア
ログボックスを終了します。

［閉じる（Close）］をクリックします。

ユーザーの削除
ユーザーを削除するには、次の手順を実行します。

1

Cluster Explorer のファイル（Files）メニューで、［ユーザーマネージャ（User
Manager）］をクリックします。

2

［ユーザーマネージャ（User Manager）］ダイアログボックスで、ユーザー名をクリッ
クします。

3

［ユーザー削除（Remove User）］をクリックします。

4

［はい（Yes）］をクリックします。

5

［閉じる（Close）］をクリックします。

ユーザーパスワードの変更
Administrator、Operator または Guest の各権限を持つユーザーは、自分のパスワード
を変更できます。ユーザーマネージャを利用する場合には、Cluster Administrator 権限
でログインしている必要があります。パスワードを変更する前に、設定が読み書き両用モー
ドになっていることを確認します。Cluster Administrator は、設定を読み書き両用モード
に変更できます。
メモ: このモジュールは、クラスタがセキュアモードで動作している場合は利用できません。
Administrator 権限でパスワードを変更するには

1

Cluster Explorer のファイル（Files）メニューで、［ユーザーマネージャ（User
Manager）］をクリックします。

2

ユーザー名をクリックします。

3

［パスワード変更（Change Password）］をクリックします。

4

［パスワード変更（Change Password）］ダイアログボックスで、次の手順に従いま
す。
■

新しいパスワードを入力します。
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5

■

［パスワードの確認（Confirm Password）］フィールドにパスワードを再入力しま
す。

■

［OK］をクリックします。

［閉じる（Close）］をクリックします。

Operator または Guest 権限でパスワードを変更するには

1

Cluster Explorer のファイル（Files）メニューで、［パスワード変更（Change
Password）］をクリックします。

2

［パスワード変更（Change Password）］ダイアログボックスで、次の手順に従いま
す。

3

■

新しいパスワードを入力します。

■

［パスワードの確認（Confirm Password）］フィールドにパスワードを再入力しま
す。

■

［OK］をクリックします。

［閉じる（Close）］をクリックします。

ユーザー権限の変更
ユーザー権限を変更するには、次の手順を実行します。

1

Cluster Explorer のファイルメニューで、［ユーザーマネージャ（User Manager）］を
クリックします。

2

ユーザー名をクリックします。

3

［権限変更（Change Privileges）］をクリックし、ユーザー権限の詳細を入力します。

■

適切なチェックボックスをオンにして、ユーザーに権限を与えます。Group
Administrator 権限または Group Operator 権限を与える場合は、次の手順に
進んでください。それ以外の場合は、最後の手順に進んでください。

■

［グループの選択（Select Groups）］をクリックします。

■

ユーザーに権限を与えるグループをクリックし、右矢印ボタンをクリックして、その
グループを［選択されたグループ（Selected Groups）］ボックスに移動します。

127

第 5 章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理
サービスグループの管理

■

［権限変更（Change Privileges）］ダイアログボックスの［OK］をクリックした後、
［ユーザーマネージャ（User Manager）］ダイアログボックスの［閉じる（Close）］
をクリックします。

セキュアモードで動作するクラスタでの OS ユーザーグループの権限割
り当て
セキュアモードで動作するクラスタでは、ネイティブユーザーに対して、オペレーティング
システム（OS）ユーザーグループレベルで権限を割り当てることができます。OS ユーザー
グループに VCS 権限を割り当てることは、次の属性の 1 つ以上をユーザーグループに
追加することになります。
■

AdministratorGroups - クラスタまたはサービスグループに対して追加

■

OperatorGroups - クラスタまたはサービスグループに対して追加

p.86 の 「セキュアモードで動作しているクラスタでの OS ユーザーグループのユーザー
権限」 を参照してください。
OS のユーザーグループに権限を割り当てるには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタに対して権限を割り当てるクラスタ、また
は特定のサービスグループに対して権限を割り当てるサービスグループを選択しま
す。

2

表示パネルの［プロパティ（Properties）］タブをクリックし、［すべての属性を表示
（Show all attributes）］をクリックします。

3

属性のリストから、［AdministratorGroups］または［OperatorGroups］の編集アイコ
ンをクリックします。

4

［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスで、次の手順に従います。
■

［+］ボタンを使って、要素を追加します。

■

新しく追加された要素をクリックし、group@domain の形式でユーザーグループ
名を入力します。

■

［OK］をクリックします。

サービスグループの管理
Java コンソールでは、クラスタのサービスグループを管理できます。コンソールを使って、
サービスグループの追加と削除、オンライン化とオフライン化、フリーズとアンフリーズ、リ
ンクの設定と解除、有効化と無効化、自動有効化、切り替えおよびフラッシュを実行でき
ます。また、サービスグループのシステムリストを変更することもできます。
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サービスグループの追加
Java コンソールでは、複数の方法でクラスタ内のシステムにサービスグループを追加で
きます。この作業を実行するには、Cluster Explorer、コマンドセンターまたはテンプレー
トビューを使います。
Cluster Explorer では、いくつかの方法でサービスグループを追加できます。 ここでは、
2、3 の方法について説明します。
Cluster Explorer でサービスグループを追加するには

1

編集（Edit）メニューで［追加（Add）］、［サービスグループ（Service Group）］の順に
クリックします。
または
設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、クラスタを右クリックし、
メニューから［サービスグループの追加（Add Service Group）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで［サービスグループの追加（Add Service Group）］
をクリックします。

2

サービスグループの詳細を入力します。

■

サービスグループの名前を入力します。

■

［使用可能なシステム（Available Systems）］ボックスで、追加するサービスグ
ループに登録するシステムをクリックします。

■

右矢印ボタンをクリックして、選択したシステムを［サービスグループのシステム
（Systems for Service Group）］ボックスに移動します。（0 から始まる）優先順
位が自動的に割り当てられます。これは、フェールオーバー実行時に、サービス
グループを起動するシステムの順序を示します。 必要に応じて、［優先順位
（Priority）］カラムのエントリをダブルクリックして、新しい値を入力します。
サービスグループの AutoStartList 属性にシステムを追加するには、［起動
（Startup）］にチェックマークを付けます。これにより、HAD が起動するたびに、
サービスグループをシステムで自動的にオンラインにすることができます。
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■

適切なサービスグループタイプをクリックします。フェールオーバーサービスグ
ループは、1 回に 1 つのシステムでのみ実行されます。パラレルサービスグルー
プは、複数のシステムで同時に実行されます。

■

テンプレートを利用して新しいサービスグループを追加するには、［テンプレー
ト...（Templates...）］をクリックするか、この手順の最後の手順に進みます。（テン
プレートを利用した新規サービスグループを追加する別の方法としては、まず
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューの［テンプレート（Templates）］をク
リックします。 続いて［テンプレートビュー（Template View）］パネルを右クリック
し、メニューの［サービスグループとして追加（Add as Service Group）］をクリッ
クします。）

■

適切なテンプレート名をクリックし、［OK］をクリックします。

■

サービスグループに関連付けられているコマンドを表示したい場合は、左下隅
にある［コマンド表示（Show Command）］をクリックします。 ［コマンドを隠す（Hide
Command）］をクリックすると、コマンドの表示が閉じます。

■

［OK］をクリックします。

コマンドセンターでサービスグループを追加するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［クラスタオブジェクト（Cluster Objects）］、［サービスグループの追加（Add Service
Group）］の順に展開します。
または
コマンドセンターのツールバーで、［サービスグループの追加（Add Service Group）］
をクリックします。

2

サービスグループの名前を入力します。

3

［使用可能なシステム（Available Systems）］ボックスで、追加するサービスグルー
プに登録するシステムをクリックします。
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4

右矢印ボタンをクリックして、選択したシステムを［サービスグループのシステム
（Systems for Service Group）］ボックスに移動します。（0 から始まる）優先順位が
自動的に割り当てられます。これは、フェールオーバー実行時に、サービスグルー
プを起動するシステムの順序を示します。 必要に応じて、［優先順位（Priority）］カ
ラムのエントリをダブルクリックして、新しい値を入力します。
サービスグループの AutoStartList 属性にシステムを追加するには、［起動（Startup）］
にチェックマークを付けます。これにより、HAD が起動するたびに、サービスグルー
プをシステムで自動的にオンラインにすることができます。

5

適切なサービスグループタイプをクリックします。フェールオーバーサービスグルー
プは、1 回に 1 つのシステムでのみ実行されます。パラレルサービスグループは、
複数のシステムで同時に実行されます。

6

テンプレートを利用した新規サービスグループを追加するには、［テンプレート...
（Templates...）］をクリックします。または、手順 9 に進みます。

7

適切なテンプレート名をクリックします。

8

［OK］をクリックします。

9

［適用（Apply）］をクリックします。

131

第 5 章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理
サービスグループの管理

テンプレートビューでサービスグループを追加するには

1

Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［テンプレート...（Templates...）］を
クリックします。

2

［テンプレートビュー（Template View）］のパネルを右クリックし、ポップアップメニュー
で［サービスグループとして追加（Add as Service Group）］をクリックします。この操
作は、サービスグループテンプレートを特定のシステムに関連付けずに、サービス
グループをクラスタ設定ファイルに追加します。

3

システムマネージャを使って、クラスタ内のシステムにサービスグループを追加しま
す。
p.115 の 「システムマネージャ」 を参照してください。

サービスグループの削除
Cluster Explorer またはコマンドセンターでサービスグループを削除できます。
メモ: 依存関係を持つサービスグループは削除できません。依存関係を持つサービスグ
ループを削除するには、最初にその依存関係（リンク）を解除する必要があります。
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Cluster Explorer でサービスグループを削除するには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

メニューの［削除（Delete）］をクリックします。

3

［はい（Yes）］をクリックします。

コマンドセンターでサービスグループを削除するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［クラスタオブジェクト（Cluster Objects）］、［サービスグループの削除（Delete Service
Group）］の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループのオンライン化
サービスグループをオンラインにするには、次の手順を実行します。
Cluster Explorer の設定ツリーでサービスグループをオンラインにするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［オンライン（Online）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。 シス
テムを指定する必要がない場合は、［任意のシステム（Any System）］をクリックしま
す。

Cluster Explorer ツールバーでサービスグループをオンライン化するには

1

Cluster Explorer ツールバーで、［サービスグループのオンライン（Online Service
Group）］をクリックします。

2

サービスグループの詳細をクリックします。
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■

サービスグループをクリックします。

■

グローバルグループの場合は、グループをオンラインにするクラスタを選択しま
す。

■

グループをオンラインにするシステムをクリックするか、［任意のシステム（Any
System）］チェックボックスをオンにします。

■

［プレオンラインなし（No Preonline）］チェックボックスをクリックし、preonline トリ
ガを呼び出さずにサービスグループをオンラインにします。

■

サービスグループに関連付けられているコマンドを表示する場合は、左下隅に
ある［コマンド表示（Show Command）］をクリックします。 ［コマンドを隠す（Hide
Command）］をクリックすると、コマンドの表示が閉じます。

■

［OK］をクリックします。

コマンドセンターでサービスグループをオンラインにするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［サービスグループのオンライン（Online Service Group）］の順
に展開します。
または
コマンドセンターのツールバーで、［サービスグループのオンライン（Bring service
group online）］をクリックします。

2

サービスグループをクリックします。

3

グローバルグループの場合は、グループをオンラインにするクラスタを選択します。

4

グループをオンラインにするシステムをクリックするか、［任意のシステム（Any
System）］チェックボックスをオンにします。

5

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループのオフライン化
サービスグループをオフラインにするには、次の手順を実行します。
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Cluster Explorer の設定ツリーでサービスグループをオフラインにするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［オフライン（Offline）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。 すべ
てのシステムでグループをオフラインにするには、［すべてのシステム（All Systems）］
をクリックします。

Cluster Explorer のツールバーでサービスグループをオフライン化するには

1

Cluster Explorer のツールバーで、［サービスグループのオフライン（Offline Service
Group）］をクリックします。

2

サービスグループの詳細を入力します。

■

サービスグループをクリックします。

■

グローバルグループの場合は、グループをオフラインにするクラスタを選択しま
す。

■

グループをオフラインにするシステムをクリックするか、［すべてのシステム（All
Systems）］をクリックします。

■

サービスグループに関連付けられているコマンドを表示したい場合は、左下隅
にある［コマンド表示（Show Command）］をクリックします。 ［コマンドを隠す（Hide
Command）］をクリックすると、コマンドの表示が閉じます。

■

［OK］をクリックします。

135

第 5 章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理
サービスグループの管理

コマンドセンターでサービスグループをオフラインにするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［サービスグループのオフライン（Offline Service Group）］の順
に展開します。
または
コマンドセンターのツールバーで、［サービスグループをオフライン（Take service
group offline）］をクリックします。

2

サービスグループをクリックします。

3

グローバルグループの場合は、グループをオフラインにするクラスタを選択します。

4

グループをオフラインにするシステムをクリックするか、［すべてのシステム（All
Systems）］チェックボックスをオンにします。

5

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループの切り替え
サービスグループの切り替えでは、サービスグループを現在のシステムでオフライン化
し、別のシステムでオンライン化する処理を行います。
Cluster Explorer でサービスグループを切り替えるには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［切り替え（Switch To）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。

コマンドセンターでサービスグループを切り替えるには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［サービスグループの切り替え（Switch Service Group）］の順
に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

グローバルグループの場合は、サービスグループをオンラインに切り替えるクラスタ
を選択します。

4

グループをオンラインにするシステムをクリックするか、［任意のシステム（Any
System）］チェックボックスをオンにします。

5

［適用（Apply）］をクリックします。
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サービスグループのフリーズ
サービスグループをフリーズすると、そのサービスグループが別のシステムにフェール
オーバーされなくなります。このフリーズプロセスによって、サービスグループに対するオ
ンライン化およびオフライン化操作はすべて停止します。サービスグループが遷移状態
にある間は、サービスグループをフリーズすることはできません。
Cluster Explorer でサービスグループをフリーズするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［フリーズ（Freeze）］をクリックし、メニューの［一時的（Temporary）］または［永続的
（Persistent）］をクリックします。［永続的（Persistent）］オプションを指定すると、ユー
ザーがこの変更を設定に保存した場合は、VCS を再ブート後も、サービスグループ
のフリーズが維持されます。

コマンドセンターでサービスグループをフリーズするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループのフリーズ（Freeze Service Group）］
の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

必要に応じて［永続的（persistent）］チェックボックスをオンにします。［永続的
（Persistent）］オプションを指定すると、ユーザーがこの変更を設定に保存した場合
は、VCS を再ブート後も、サービスグループのフリーズが維持されます。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループのアンフリーズ
サービスグループをアンフリーズすると、そのサービスグループに対してオンライン化また
はオフライン化の操作を実行できるようになります。
Cluster Explorer でサービスグループをアンフリーズするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［アンフリーズ（Unfreeze）］をクリックします。
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コマンドセンターでサービスグループをアンフリーズするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループのアンフリーズ（Unfreeze Service
Group）］の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループの有効化
サービスグループは、オンラインにする前に有効にする必要があります。システムの保守
作業を行うために手動で無効にしたサービスグループは、保守が完了した後でオンライ
ン化する必要が生じる場合があります。
Cluster Explorer でサービスグループを有効にするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［有効化（Enable）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。 すべて
のシステムでグループを有効にするには、［すべてのシステム（All Systems）］をク
リックします。

コマンドセンターでサービスグループを有効にするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループの有効化（Enable Service Group）］
の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

すべてのシステムではなく、特定のシステム上にあるグループを有効にするには、
［システムごと（Per System）］チェックボックスをオンにします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループの無効化
サービスグループを無効にすると、そのサービスグループはオンライン化できなくなりま
す。このプロセスによって、保守作業を実行しているシステムで、VCS によるサービスグ
ループの監視が一時的に停止します。
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Cluster Explorer でサービスグループを無効にするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［無効化（Disable）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。 すべて
のシステムでグループを無効にするには、［すべてのシステム（All Systems）］をク
リックします。

コマンドセンターでサービスグループを無効にするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループの無効化（Disable Service Group）］
の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

すべてのシステムではなく、特定のシステム上にあるグループを無効にするには、
［システムごと（Per System）］チェックボックスをオンにします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループの自動有効化
VCS がすべてのリソースをプローブし、それらのリソースがオンライン化できる状態である
ことを確認するまでの間、サービスグループは、自動無効化状態になります。VCS エン
ジンがクラスタ内のいずれかのシステムで動作しておらず、無効な状態にあるサービスグ
ループをクラスタ内の別のシステムで有効にする必要がある場合には、サービスグルー
プの自動有効化を行います。
Cluster Explorer でサービスグループを自動的に有効にするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［自動有効化（Autoenable）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックしま
す。
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コマンドセンターでサービスグループを自動的に有効にするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループの自動有効化（Autoenable Service
Group）］の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

グループを自動的に有効にする対象のシステムをクリックします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループのフラッシュ
サービスグループがオンライン化またはオフライン化されると、そのグループ内のリソース
もオンライン化またはオフライン化されます。 オンライン操作かオフライン操作が特定のリ
ソースでハングアップした場合は、サービスグループをフラッシュして WAITING TO GO
ONLINE 状態または WAITING TO GO OFFLINE 状態をクリアします。 サービスグルー
プをフラッシュすると、通常、サービスグループは PARTIAL 状態のままになります。 この
プロセスを完了した後、必要に応じて特定のリソースに関する問題を解決し、サービスグ
ループの起動または停止を続行します。
メモ: フラッシュ操作によって、実行中のリソース操作（オンライン、オフライン、移行、クリー
ニングなど）は一時停止されません。フラッシュコマンドが実行された後、実行中の操作
が正常に終了すると、操作によってはリソースの状態が変化する場合があります。
Cluster Explorer でサービスグループをフラッシュするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、サービスグループを右
クリックします。
または
設定ツリーでクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリッ
クして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［フラッシュ（Flush）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。

コマンドセンターでサービスグループをフラッシュするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループのフラッシュ（Flush Service Group）］
の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

サービスグループをフラッシュする対象のシステムをクリックします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。
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サービスグループのリンク設定
このトピックでは、サービスグループをリンクする方法について説明します。
Cluster Explorer でサービスグループのリンクを設定するには

1

設定ツリーでクラスタをクリックします。

2

表示パネルで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。サービ
スグループ依存関係グラフが開きます。親グループから子グループへのリンクを設
定するには
■

［リンク（Link）］をクリックします。

■

親グループをクリックします。

■

マウスを子グループまで移動させます。 黄色の線を子グループまで伸ばします。
必要に応じて、キーボードの Esc キーを押すと、子グループまで引く途中の、親
グループからポインタまでの線を削除できます。

■

子グループをクリックします。

■

［サービスグループのリンクの設定（Link Service Groups）］ダイアログボックス
で、グループの［関係（relationship）］と［依存関係のタイプ（dependency type）］
をクリックします。
p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してください。

■

［OK］をクリックします。

また、手順 1 および 2 を実行し、親グループを右クリックして、メニューで［リンク
（Link）］をクリックしても、サービスグループのリンクを設定できます。ダイアログボッ
クスで、［子グループ（child group）］、［関係（relationship）］、［依存関係の種類
（dependency type）］を選択し、［OK］をクリックします。
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コマンドセンターでサービスグループのリンクを設定するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［依存関係（Dependencies）］、［サービスグループのリンク設定（Link Service
Groups）］の順に展開します。

2

［サービスグループ（Service Groups）］ボックスで親リソースグループをクリックしま
す。親グループを選択すると、子グループとして指定できるグループが［子サービス
グループ（Child Service Groups）］ボックスに表示されます。

3

子サービスグループをクリックします。

4

［関係（relationship）］と［依存関係のタイプ（dependency type）］をクリックします。
p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してください。

5

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループのリンクの解除
サービスグループのリンクを解除するには、次の手順を実行します。
Cluster Explorer でサービスグループの依存関係を削除するには

1

設定ツリーでクラスタをクリックします。

2

表示パネルで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。

3

［サービスグループビュー（Service Group View）］で、サービスグループ間のリンク
を右クリックします。

4

メニューの［リンク解除（Unlink）］をクリックします。

5

［はい（Yes）］をクリックします。
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コマンドセンターでサービスグループの依存関係を削除するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［依存関係（Dependencies）］、［サービスグループのリンクの解除（Unlink Service
Groups）］の順に展開します。

2

［サービスグループ（Service Groups）］ボックスで親リソースグループをクリックしま
す。 親グループを選択すると、対応する子グループが［子サービスグループ（Child
Service Groups）］ボックスに表示されます。

3

子サービスグループをクリックします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループのシステム管理
Cluster Explorer のシステムマネージャを使って、サービスグループのシステムリストでシ
ステムを追加したり削除したりできます。
サービスグループのシステムリストにシステムを追加するには

1

［システムマネージャ（System Manager）］ダイアログボックスの［使用可能なシステ
ム（Available Systems）］ボックスで、システムをクリックします。

2

右矢印ボタンをクリックして、使用可能なシステムを［サービスグループのシステム
（Systems for Service Group）］表に移動させます。

3

サービスグループの AutoStartList 属性にシステムを追加するには、［起動（Startup）］
にチェックマークを付けます。これにより、HAD が起動するたびに、サービスグルー
プをシステムで自動的にオンラインにすることができます。

4

（0 から始まる）優先順位が割り当てられます。これは、フェールオーバー実行時に、
サービスグループを起動するシステムの順序を示します。 必要に応じて、［優先順
位（Priority）］カラムのエントリをダブルクリックして、新しい値を入力します。

5

［OK］をクリックします。
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サービスグループのシステムリストからシステムを削除するには

1

［システムマネージャ（System Manager）］ダイアログボックスの［サービスグループ
のシステム（Systems for Service Group）］表で、システムをクリックします。

2

左矢印ボタンをクリックして、該当するシステムを［使用可能なシステム（Available
Systems）］ボックスに移動させます。

3

［OK］をクリックします。

設定ウィザードを使ったサービスグループの作成
この項では、［設定ウィザード（Configuration Wizard）］を使ってサービスグループを作
成する方法について説明します。
メモ: VCS には、アプリケーションと NFS 共有のサービスグループを作成するためのウィ
ザードもあります。このウィザードについて詳しくは、「VCS でのアプリケーションとリソー
スの設定」を参照してください。
設定ウィザードを使ってサービスグループを作成するには

1

［設定ウィザード（Configuration Wizard）］を開きます。 Cluster Explorer のツール
（Tools）メニューで、［設定ウィザード（Configuration Wizard）］をクリックします。

2

［ようこそ（Welcome）］ダイアログボックスを読み、［次へ（Next）］をクリックします。

3

サービスグループの名前と対象システムを指定します。

■

グループの名前を入力します。

■

［使用可能なシステム（Available Systems）］ボックスで対象システムをクリックし
ます。

■

右矢印ボタンをクリックして、選択したシステムを［サービスグループのシステム
（Systems for Service Group）］表に移動させます。表からシステムを削除する
には、該当のシステムをクリックし、左矢印ボタンをクリックします。
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■

サービスグループの AutoStartList 属性にシステムを追加するには、［起動
（Startup）］にチェックマークを付けます。これにより、HAD が起動するたびに、
サービスグループをシステムで自動的にオンラインにすることができます。

■

（0 から始まる）優先順位が自動的に割り当てられます。これは、フェールオー
バー実行時に、サービスグループを起動するシステムの順序を示します。 必要
に応じて、［優先順位（Priority）］カラムのエントリをダブルクリックして、新しい値
を入力します。

■

サービスグループタイプをクリックします。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

4

［次へ（Next）］を再びクリックし、テンプレートを使ってサービスグループを設定し、7
に進みます。 ［完了（Finish）］をクリックして、選択したクラスタシステムに空のサービ
スグループを追加し、後で設定することもできます。

5

新しいサービスグループの基にするテンプレートをクリックします。［テンプレート
（Templates）］ボックスに、Cluster Manager が接続しているシステムで使用可能な
テンプレートのリストが表示されます。テンプレートのリソース依存関係図、リソースの
数およびリソースタイプも表示されます。［次へ（Next）］をクリックします。

6

サービスグループの名前またはサービスグループ内のリソースがすでに使われてい
るメッセージがウィンドウに表示された場合は、9 に進みます。

7

［次へ（Next）］をクリックすると、テーブルに表示されているすべての新規の名前が
自動的に適用され、名前の競合が解決されます。
または
［適用（Apply）］ボタンの横にあるフィールドにテキストを入力し、［修正（Correction）］
ドロップダウンメニューから入力するテキストの各名称のどの部分に追加するかをク
リックし、［適用（Apply）］、［次へ（Next）］の順にクリックすることで、競合しているリ
ソースの名前を変更できます。

8

［次へ（Next）］をクリックしてサービスグループを作成します。進行状況インジケータ
に、状態が表示されます。

9

サービスグループが正常に作成されたら、［次へ（Next）］をクリックし、ウィザードを
使って属性を編集します。 ［完了（Finish）］をクリックして、後で Cluster Explorer を
使って属性を編集することもできます。

10 サービスグループのリソースに関連付けられている属性を確認します。 必要に応じ
て11 に進み、属性のデフォルト値を変更します。 または、12 に進んでデフォルト値
を受け入れ、設定を完了します。

11 必要に応じて属性の値を変更します。
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■

リソースをクリックします。

■

変更する属性をクリックします。

■

テーブル行の端にある［編集（Edit）］アイコンをクリックします。

■

［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスで、属性値を入力します。

■

［OK］をクリックします。

■

各リソースおよび属性について、この手順を繰り返します。

12 ［完了（Finish）］をクリックします。

リソースの管理
Java コンソールでは、クラスタのサービスグループを管理できます。コンソールを使って、
リソースの追加と削除、オンライン化とオフライン化、プローブ、有効化と無効化、クリア、
およびリンクの設定と解除を実行できます。リソースタイプを設定にインポートすることもで
きます。

リソースの追加
Java コンソールを使った場合、複数の方法でサービスグループにリソースを追加できま
す。この作業を実行するには、Cluster Explorer またはコマンドセンターを使います。
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Cluster Explorer でリソースを追加するには

1

Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リ
ソースの追加先のサービスグループをクリックします。

2

編集（Edit）メニューで［追加（Add）］、［リソース（Resource）］の順にクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［リソースの追加（Add Resource）］をクリックし
ます。

3

リソースの詳細を入力します。
■

リソースの名前を入力します。

■

リソースタイプをクリックします。

■

ユーザーの設定に合わせてリソースの属性を編集します。また、Java コンソー
ルを使って、リソースを追加した後で属性を編集できます。

■

必要に応じて、［クリティカル（Critical）］および［有効（Enabled）］チェックボック
スをオンにします。デフォルトでは、［クリティカル（Critical）］オプションが選択さ
れます。
Critical 属性が定義されているリソースは、リソース、またはそのリソースが依存し
ているリソースに障害が発生したときに、サービスグループにも障害が発生する
ことを示します。Enabled 属性が定義されたリソースは、エージェントがそのリソー
スを監視することを示します。リソースを有効にする前に、必須属性の値を指定
する必要があります。VCS の動作中にリソースが動的に作成された場合、リソー
スを有効にしなければ、VCS はそのリソースの監視を開始しません。VCS は、
子リソースに Enabled 属性が定義されていたとしても、無効なリソースとそのリ
ソースが依存している子リソースをオンラインにしません。

■

リソースに関連付けられているコマンドを表示する場合は、左下隅にある［コマン
ド表示（Show Command）］をクリックします。［コマンドを隠す（Hide Command）］
をクリックすると、コマンドの表示が閉じます。

■

［OK］をクリックします。
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コマンドセンターでリソースを追加するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［クラスタオブジェクト（Cluster Objects）］、［リソースの追加（Add Resource）］の順
に展開します。
または
コマンドセンターのツールバーで、［リソースの追加（Add Resource）］をクリックしま
す。

2

リソースを含めるサービスグループをクリックします。

3

リソースの名前を入力します。

4

リソースタイプをクリックします。

5

ユーザーの設定に合わせてリソースの属性を編集します。また、Java コンソールを
使って、リソースを追加した後で属性を編集できます。
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6

必要に応じて、［クリティカル（Critical）］および［有効（Enabled）］チェックボックスを
オンにします。デフォルトでは、［クリティカル（Critical）］オプションが選択されます。
Critical 属性が定義されているリソースは、リソース、またはそのリソースが依存して
いるリソースに障害が発生したときに、サービスグループにも障害が発生することを
示します。Enabled 属性が定義されたリソースは、エージェントがそのリソースを監
視することを示します。リソースを有効にする前に、必須属性の値を指定する必要が
あります。VCS の動作中にリソースが動的に作成された場合、リソースを有効にしな
ければ、VCS はそのリソースの監視を開始しません。VCS は、子リソースに Enabled
属性が定義されていたとしても、無効なリソースとそのリソースが依存している子リソー
スをオンラインにしません。

7

［適用（Apply）］をクリックします。

テンプレートビューでリソースを追加するには

1

Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［テンプレート...（Templates...）］を
クリックします。

2

テンプレートビューの左のペインで、設定に追加するリソースを含むテンプレートを
クリックします。

3

リソースグラフで、設定に追加するリソースを右クリックします。

4

［コピー（Copy）］をクリックし、メニューの［それ自体（Self）］をクリックしてリソースをコ
ピーします。［コピー（Copy）］をクリックし、メニューの［それ自体と子ノード（Self and
Child Nodes）］をクリックして、リソースを依存リソースとともにコピーします。

5

Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リ
ソースの追加先のサービスグループをクリックします。
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6

Cluster Explorer の表示パネルで、［リソース（Resources）］タブをクリックします。

7

リソースビューのパネルを右クリックし、メニューの［貼り付け（Paste）］をクリックしま
す。リソースがサービスグループに追加されたら、属性を編集してリソースを設定し
ます。

Java コンソールからの RemoteGroup リソースの追加
通常、RemoteGroup リソースは、ローカルサービスグループに設定されたリソースがリ
モートサービスグループの状態に依存するような場合に役立ちます。たとえば、ローカル
クラスタで動作する Web サーバーアプリケーションは、リモートクラスタで動作するデー
タベースアプリケーションに依存することがあります。
メモ: RemoteGroup エージェントはフェールオーバーサービスグループの状態を表しま
す。パラレルサービスグループではエージェントがサポートされません。
RemoteGroup リソースは、ローカルクラスタのリモートサービスグループの状態を監視し
ます。一度、RemoteGroup リソースをローカルサービスグループに追加したら、リソース
をそのサービスグループの既存のリソースにリンクできます。
RemoteGroup リソースを設定するには、管理者用権限が必要です。
p.295 の 「RemoteGroup エージェントの設定について」 を参照してください。
RemoteGroup リソースを追加するには

1

ツール（Tools）メニューで、［リモートグループリソースの追加...（Add Remote Group
Resource...）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［リモートグループリソースウィザードを設定しま
す（Configure Remote Group Resource Wizard）］をクリックします。

2

［ようこそ（Welcome）］ダイアログボックスを読み、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［リモートグループリソース名（Remote Group Resource Name）］ダイアログボック
スで、リソースの名前とリソースを追加するサービスグループの名前を指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

4

［リモートクラスタ情報（Remote cluster information）］ダイアログボックスで、次の手
順に従います。
■

名前またはリモートクラスタ内のノードの IP アドレスを指定します。

■

リソースが通信するリモートノードのポートを指定します。

■

リモートクラスタのユーザー名を指定します。

■

ユーザーのパスワードを指定します。
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■

■

5

セキュアモードで動作するクラスタに接続するために拡張オプションを指定する
場合、チェックボックスにチェックマークを付けます。 それ以外の場合は、［次へ
（Next）］をクリックして最後の手順に進んでください。
■

ノードが含まれるドメインを指定します。

■

ドメインタイプを選択します。

■

認証ブローカーとポートを指定します。

［次へ（Next）］をクリックします。

［リモートグループリソースの詳細（Remote Group Resource Details）］ダイアログ
ボックスで、次の手順に従います。
■

監視するグループを選択します。

■

監視のモードを選択します。

■

■

■

リモートサービスグループを監視するには、［MonitorOnly］オプションを選択
します。リモートグループのオンライン化またはオフライン化の操作が実行で
きなくなります。

■

リモートサービスグループを監視し、ローカルクラスタからリモートグループの
オンライン化を行うには、［OnlineOnly］オプションを選択します。

■

リモートサービスグループを監視し、ローカルクラスタからリモートグループの
オンライン化とオフライン化を行うには、［OnOff］オプションを選択します。

RemoteGroup リソースが、リモートクラスタ内の特定のシステムのリモートグルー
プの状態を監視する必要があるかどうかを指定します。
■

RemoteGroup リソースが、リモートサービスグループがオンラインになって
いるシステムに関係なく、そのサービスグループの状態を監視できるようにす
るには、［任意のシステム（Any System）］オプションを選択します。

■

RemoteGroup リソースが、リモートクラスタ内の特定システムのリモートグ
ループの状態を監視できるようにするには、［特定のシステム（Specific
System）］オプションを選択します。 両方のサービスグループは、同数のシ
ステムで構成する必要があります。
このオプションは、ローカルシステムとリモートシステムの間で、一対一マップ
を提供します。 ［ローカルシステム（Local Systems）］リストに、RemoteGroup
リソースが設定されているシステムが表示されます。 ［リモートシステム
（Remote Systems）］リストの下のフィールドをクリックし、ドロップダウンリスト
からシステムを選択します。 リモートグループがリモートクラスタ内の別のシス
テムにフェールオーバーする場合、RemoteGroup リソースもローカルクラス
タの対応するシステムにフェールオーバーします。

［次へ（Next）］をクリックします。
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6

ダイアログボックスのテキストを確認し、［完了（Finish）］をクリックして、RemoteGroup
リソースをローカルクラスタ内の指定したサービスグループに追加します。

7

RemoteGroup リソースとサービスグループの既存のリソースとの依存関係を作成し
ます。
p.158 の 「リソースのリンクの設定」 を参照してください。

リソースの削除
このトピックでは、リソースを削除する方法について説明します。
Cluster Explorer でリソースを削除するには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。
または
設定ツリーでサービスグループをクリックし、［リソース（Resources）］タブをクリックし
て、表示パネルのリソースアイコンを右クリックします。

2

メニューの［削除（Delete）］をクリックします。

3

［はい（Yes）］をクリックします。

コマンドセンターでリソースを削除するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［クラスタオブジェクト（Cluster Objects）］、［リソースの削除（Delete Resource）］の
順に展開します。

2

リソースをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。
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リソースのオンライン化
このトピックでは、リソースをオンラインにする方法について説明します。
Cluster Explorer でリソースをオンラインにするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。
または
設定ツリーでサービスグループをクリックし、［リソース（Resources）］タブをクリックし
て、表示パネルのリソースアイコンを右クリックします。

2

［オンライン（Online）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。

コマンドセンターでリソースをオンラインにするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［リソースのオンライン（Online Resource）］の順に展開します。

2

リソースをクリックします。

3

リソースをオンライン化する対象のシステムをクリックします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

リソースのオフライン化
このトピックでは、リソースをオフラインにする方法について説明します。
Cluster Explorer でリソースをオフラインにするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。
または
設定ツリーでサービスグループをクリックし、［リソース（Resources）］タブをクリックし
て、表示パネルのリソースアイコンを右クリックします。

2

［オフライン（Offline）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。

コマンドセンターでリソースをオフラインにするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［リソースのオフライン（Offline Resource）］の順に展開します。

2

リソースをクリックします。

3

リソースをオフライン化する対象のシステムをクリックします。
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4

必要に応じて、［親を無視（ignoreparent）］チェックボックスをオンにして、親リソース
の状態にかかわらず、選択した子リソースをオフラインにします。このオプションは、
コマンドセンターでのみ使用可能です。

5

［適用（Apply）］をクリックします。

リソースのオフライン化とコマンドの伝播
［オフラインの伝播（OffProp）］機能を使って、親リソースのオフラインを子リソースに伝播
できます。このコマンドは、対象の親リソースとそれに依存するすべての子リソースをオフ
ライン化する必要がある状況において発行されます。
［オフラインの伝播（OffProp）］の［親を無視（ignoreparent）］機能を使うと、選択したリ
ソースの親リソースの状態にかかわらず、選択したリソースをオフラインにできます。この
コマンドは、選択したリソースのオフライン状態を子リソースに伝播します。 ［親を無視
（ignoreparent）］オプションは、コマンドセンターでのみ使用可能です。
Cluster Explorer でリソースとその子リソースをオフラインにするには

1

設定ツリーの［リソース（Resources）］タブで、リソースを右クリックします。

2

［オフラインの伝播（Offline Prop）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリック
します。

コマンドセンターでリソースとその子リソースをオフラインにするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［リソースのオフラインを伝播（OffProp Resource）］の順に展開
します。

2

リソースをクリックします。

3

リソースとその子リソースをオフライン化する対象のシステムをクリックします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

コマンドセンターで、親リソースの状態を無視して子リソースをオフラインにするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［リソースのオフラインを伝播（OffProp Resource）］の順に展開
します。

2

リソースをクリックします。

3

リソースとその子リソースをオフライン化する対象のシステムをクリックします。

4

［親を無視（ignoreparent）］チェックボックスをオンにします。

5

［適用（Apply）］をクリックします。
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リソースのプローブ
このトピックでは、リソースをプローブして、そのリソースが設定されていることを確認する
方法について説明します。 たとえば、リソースをプローブして、そのリソースをオンライン
にする準備が完了していることを確認できます。
Cluster Explorer でリソースをプローブするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［プローブ（Probe）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。

コマンドセンターでリソースをプローブするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［制御（Controls）］、［リソースのプローブ（Probe Resource）］の順に展開します。

2

リソースをクリックします。

3

リソースをプローブする対象のシステムをクリックします。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

リソースタイプの静的属性の無効化
リソースタイプの静的属性の一部は、無効にして、そのリソース固有の値を割り当てること
ができます。 静的属性を無効にし、設定を保存すると、main.cf ファイルでは、リソース定
義に静的属性とその無効にされた値の行がインクルードされます。
リソースタイプの静的属性を無効にするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブまたは表示パネルの［リソー
ス（Resources）］タブにあるリソースを右クリックします。

2

［属性の無効化（Override Attributes）］をクリックします。

3

無効にする属性を選択します。

4

［OK］をクリックします。
選択した属性が、無効にされた属性のリストにリソースの［プロパティビュー（Properties
View）］の［無効にされた属性（Overridden Attributes）］という表に表示されます。

5

無効にされた属性のデフォルト値を変更するには、属性の［編集（Edit）］カラムにあ
るアイコンをクリックします。

タイプの静的属性をデフォルト設定にリストアするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブまたは表示パネルの［リソー
ス（Resources）］タブにあるリソースを右クリックします。

2

［属性の無効化の取り消し（Remove Attribute Overrides）］をクリックします。
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3

デフォルト設定にリストアする無効にされた属性を選択します。

4

［OK］をクリックします。

サービスグループ内のリソースの有効化
サービスグループ内のリソースを有効にして、無効になっているリソースをオンラインにし
ます。リソースは、VCS によるリソースの監視を一時的に停止するために、手動で無効に
されている場合があります。リソースを有効にする前に、必須属性の値を指定する必要が
あります。
サービスグループ内の個々のリソースを有効にするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをク
リックします。

2

設定ツリーで無効になっているリソースを右クリックし、メニューの［有効（Enabled）］
をクリックします。

Cluster Explorer でサービスグループ内のすべてのリソースを有効にするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをク
リックします。

2

サービスグループを右クリックします。

3

［リソースの有効化（Enable Resources）］をクリックします。

コマンドセンターでサービスグループ内のすべてのリソースを有効にするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループのリソースの有効化（Enable Resources
for Service Group）］の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

サービスグループ内のリソースの無効化
サービスグループ内のリソースを無効にして、それらのリソースがオンラインにならないよ
うにします。 この無効化プロセスは、サービスグループがオンラインのときに、VCS にリ
ソースを（削除するのではなく）一時的に無視させる場合に役立ちます。
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サービスグループ内の個々のリソースを無効にするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをク
リックします。

2

設定ツリーでリソースを右クリックします。 有効になっているリソースは、メニューに表
示される［有効（Enabled）］オプションの横にチェックマークが表示されます。

3

メニューの［有効（Enabled）］をクリックすると、このオプションをクリアできます。

Cluster Explorer でサービスグループ内のすべてのリソースを無効にするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをク
リックします。

2

サービスグループを右クリックし、［リソースの無効化（Disable Resources）］をクリッ
クします。

コマンドセンターでサービスグループ内のすべてのリソースを無効にするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［サービスグループのリソースの無効化（Disable Resources
for Service Group）］の順に展開します。

2

サービスグループをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

リソースのクリア
リソースをクリアすると、障害を解消し、リソースをオンライン化可能な状態にできます。電
源障害や誤った設定など、リソースの障害は様々な状況で発生します。
Cluster Explorer でリソースをクリアするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［障害のクリア（Clear Fault）］をクリックし、メニューでシステムをクリックします。 特定
のシステムだけでなく、障害が起きたすべてのシステムでその障害をクリアするには、
［自動（Auto）］をクリックします。

コマンドセンターでリソースをクリアするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［リソースのクリア（Clear Resource）］の順に展開します。

2

リソースをクリックします。 ［システム（Systems）］ボックスに表示されるすべてのシス
テムの障害をクリアするには、手順 5 に進みます。特定のシステムで障害をクリアす
るには、手順 3 に進みます。

3

［システムごと（Per System）］チェックボックスをオンにします。

157

第 5 章 Cluster Manager（Java コンソール）によるクラスタの管理
リソースの管理

4

リソースをクリアするシステムをクリックします。

5

［適用（Apply）］をクリックします。

リソースのリンクの設定
Cluster Explorer またはコマンドセンターを使って、サービスグループ内のリソースのリン
クを設定します。
Cluster Explorer でリソースのリンクを設定するには

1

設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。

2

リソースが属するサービスグループをクリックします。

3

表示パネルで、［リソース（Resources）］タブをクリックします。これにより、リソース依
存関係図が開きます。
親リソースから子リソースへのリンクを設定するには、次の手順に従います。
■

［リンク...（Link...）］をクリックします。

■

親リソースをクリックします。

■

マウスを子リソースまで移動させます。 黄色い線を子リソースまで伸ばします。必
要に応じて、Esc キーを押すと、子リソースまで引く途中の親リソースからポイン
タまでの線を削除できます。

■

子リソースをクリックします。

■

［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで、［はい（Yes）］をクリックします。
または
親リソースを右クリックし、メニューで［リンク（Link）］をクリックします。［リソースの
リンクの設定（Link Resources）］ダイアログボックスで、子になるリソースをクリッ
クします。［OK］をクリックします。

■

［OK］をクリックします。

コマンドセンターでリソースのリンクを設定するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［依存関係（Dependencies）］、［リソースのリンクの設定（Link Resources）］の順に
展開します。

2

リンクするリソースが属するサービスグループをクリックします。
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3

［サービスグループのリソース（Service Group Resources）］ボックスで親リソースを
クリックします。 親リソースを選択すると、子リソースとして指定できるリソースが［子リ
ソース（Child Resources）］ボックスに表示されます。

4

子リソースをクリックします。

5

［適用（Apply）］をクリックします。

リソースのリンクの解除
Cluster Explorer またはコマンドセンターを使って、サービスグループ内のリソースのリン
クを解除します。
Cluster Explorer でリソースのリンクを解除するには

1

設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。

2

リソースが属するサービスグループをクリックします。

3

表示パネルで、［リソース（Resources）］タブをクリックします。

4

［リソースビュー（Resources View）］で、リソース間のリンクを右クリックします。
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5

メニューの［リンクの解除...（Unlink...）］をクリックします。

6

［確認（Question）］ダイアログボックスで、［はい（Yes）］をクリックしてリンクを削除し
ます。

コマンドセンターでリソースのリンクを解除するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［依存関係（Dependencies）］、［リソースのリンクの解除（Unlink Resources）］の順
に展開します。

2

リンクするリソースが属するサービスグループをクリックします。

3

［サービスグループのリソース（Service Group Resources）］ボックスで親リソースを
クリックします。 親リソースを選択すると、対応する子リソースが［子リソース（Child
Resources）］ボックスに表示されます。

4

子リソースをクリックします。

5

［適用（Apply）］をクリックします。
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リソースアクションの呼び出し
Cluster Explorer では、あらかじめ定義されたアクションスクリプトを開始することができま
す。あらかじめ定義されたリソースアクションの例には、ディスクグループの分割や統合な
どがあります。
リソースアクションを起動するには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［アクション...（Actions...）］をクリックします。

3

アクションの詳細を次のように指定します。
■

実行するあらかじめ定義されたアクションをクリックします。

■

アクションを実行する対象のシステムをクリックします。

■

引数を追加するには、［追加（Add）］アイコン（+）をクリックし、引数を入力します。
引数を削除するには、［削除（Delete）］アイコン（-）をクリックします。

■

［OK］をクリックします。

ResourceInfo 属性の更新
ResourceInfo 属性を更新すると、その属性の最新の値が表示されます。
ResourceInfo 属性を更新するには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［ResourceInfo のリフレッシュ（Refresh ResourceInfo）］をクリックし、属性値を更
新するシステムをクリックします。

ResourceInfo 属性のクリア
ResourceInfo 属性をクリアすると、この属性のすべてのパラメータがリセットされます。
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ResourceInfo 属性のパラメータをクリアするには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［ResourceInfo のクリア（Clear ResourceInfo）］をクリックし、属性値をリセットする
システムをクリックします。

リソースタイプのインポート
Java コンソールを使って、リソースタイプの定義ファイルを設定ファイル（main.cf）にイン
ポートできます。たとえば、エンタープライズエージェントの types.cf を設定にインポート
するときに、この手順を使います。すでに設定に存在するリソースタイプはインポートでき
ません。
Cluster Explorer でリソースタイプをインポートするには

1

ファイル（File）メニューで、［タイプのインポート（Import Types）］をクリックします。

2

［タイプのインポート（Import Types）］ダイアログボックスで、次の手順に従います。
■

リソースタイプのインポートもとのファイルをクリックします。ダイアログボックスに、
Cluster Manager が接続しているシステム上のファイルが表示されます。

■

［インポート（Import）］をクリックします。

Java コンソールからの HA ファイアドリルの実行
ローカルクラスタの特定のリソースに対して HA ファイアドリルを実行するには、Cluster
Manager を使います。HA ファイアドリルは、この機能をサポートするエージェントに対し
て実行できます。
HA ファイアドリルを実行するには

1

Cluster Explorer のツールバーで、［仮想ファイアドリル（Virtual Fire Drill）］をクリッ
クします。
または
Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［仮想ファイアドリル...（Virtual Fire
Drill...）］をクリックします。

2

仮想ファイアドリル実行のための詳細を次のように指定します。
■

実行するチェックのタイプを選択します。

■

インフラチェックを実行するサービスグループを選択します。選択したサービスグ
ループがオンラインかどうかを確認します。

■

チェックを実行するシステムを選択します。

■

［チェックの実行（Perform checks）］をクリックします。
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■

3

チェック結果を表示します。 仮想ファイアドリルでのエラーが報告される場合、リ
ソースを右クリックし、［修復...（Fix it...）］を選択します。

［閉じる（Close）］をクリックします。

システムの管理
Java コンソールでは、クラスタ内のシステムを管理できます。コンソールを使って、システ
ムを追加、削除、フリーズおよびアンフリーズできます

システムの追加
Cluster Explorer またはコマンドセンターを使って、システムをクラスタに追加できます。
システムをクラスタに追加するには、そのシステムのエントリが LLT 設定ファイルに存在
している必要があります。
Cluster Explorer でシステムを追加するには

1

編集（Edit）メニューで［追加（Add）］、［システム（System）］の順にクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［システムの追加（Add System）］をクリックしま
す。

2

システムの名前を入力します。
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3

システムに関連付けられているコマンドを表示する場合は、左下隅にある［コマンド
表示（Show Command）］をクリックします。 ［コマンドを隠す（Hide Command）］を
クリックすると、コマンドの表示が閉じます。

4

［OK］をクリックします。

コマンドセンターでシステムを追加するには

1

コマンドセンターのツールバーで、［システムの追加（Add System）］をクリックしま
す。
または
コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［クラスタオブジェクト（Cluster Objects）］、［システムの追加（Add System）］の順に
展開します。

2

システムの名前を入力します。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

システムの削除
このトピックでは、システムを削除する方法について説明します。
コマンドセンターでシステムを削除するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［クラスタオブジェクト（Cluster Objects）］、［システムの削除（Delete System）］の順
に展開します。

2

システムをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

システムのフリーズ
システムをフリーズして、そのシステムでサービスグループがオンラインにならないように
します。
Cluster Explorer でシステムをフリーズするには

1

設定ツリーの［システム（Systems）］タブをクリックします。

2

設定ツリーでシステムを右クリックし、メニューで［フリーズ（Freeze）］をクリックし、［一
時的（Temporary）］または［永続的（Persistent）］をクリックします。［永続的
（Persistent）］オプションを指定すると、ユーザーがこの変更を設定に保存した場合
は、VCS を再ブート後も、サービスグループのフリーズが維持されます。
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コマンドセンターでシステムをフリーズするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［システムのフリーズ（Freeze System）］の順に展開しま
す。

2

システムをクリックします。

3

必要に応じて［永続的（persistent）］チェックボックスと［退避（evacuate）］チェック
ボックスをオンにします。［退避（evacuate）］オプションを指定すると、システムのフ
リーズ操作を実行する前に、すべてのサービスグループを別のシステムに移動しま
す。［永続的（Persistent）］オプションを指定すると、ユーザーがこの変更を設定に
保存した場合は、VCS を再ブート後も、サービスグループのフリーズが維持されま
す。

4

［適用（Apply）］をクリックします。

システムのアンフリーズ
フリーズされたシステムをアンフリーズして、そのシステムでサービスグループをオンライ
ンにできるようにします。
Cluster Explorer でシステムをアンフリーズするには

1

設定ツリーの［システム（Systems）］タブをクリックします。

2

設定ツリーで、アンフリーズするシステムを右クリックし、［アンフリーズ（Unfreeze）］
をクリックします。

コマンドセンターでシステムをアンフリーズするには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［操作（Operations）］、
［可用性（Availability）］、［システムのアンフリーズ（Unfreeze System）］の順に展開
します。

2

システムをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

クラスタの管理
Java コンソールでは、コンソールで表示するクラスタを指定し、VCS 設定を変更できま
す。設定には、クラスタ全体のパラメータが記述されています。 Cluster Explorer または
コマンドセンターを使って、設定を開いたり、保存したり、「保存して閉じたり」します。

クラスタ設定を開く
Cluster Explorer またはコマンドセンターを使って、VCS 設定を開くか、変更できます。
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Cluster Explorer で設定を開くには
◆

ファイル（File）メニューで、［設定を開く（Open Configuration）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［設定を開く（Open Configuration）］をクリック
します。

コマンドセンターで設定を開くには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［設定ファイル（Configuration File）］、［設定を開く（Open Configuration）］の順に
展開します。

2

［適用（Apply）］をクリックします。

クラスタ設定の保存
VCS 設定を更新した後、Cluster Explorer またはコマンドセンターを使って、VCS 設定
を読み書き両用モードに保ちながら、最新の設定内容をディスクに保存できます。
Cluster Explorer で設定を保存するには
◆

ファイル（File）メニューで、［設定を保存する（Save Configuration）］をクリックしま
す。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［設定の保存（Save Configuration）］をクリック
します。

コマンドセンターで設定を保存するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［設定ファイル（Configuration File）］、［設定の保存（Save Configuration）］の順に
展開します。

2

［適用（Apply）］をクリックします。

クラスタ設定を保存して閉じる
VCS 設定を更新した後、Cluster Explorer またはコマンドセンターを使って、最新の設
定をディスクに保存して閉じ、VCS 設定を読み取り専用モードに変更できます。
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Cluster Explorer で設定を保存して閉じるには
◆

ファイル（File）メニューで、［設定を保存する（Save Configuration）］をクリックしま
す。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［設定を保存して閉じる（Save and Close
Configuration）］をクリックします。

コマンドセンターで設定を保存して閉じるには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［設定ファイル（Configuration File）］、［設定を閉じる（Close Configuration）］の順
に展開します。

2

［適用（Apply）］をクリックします。

コマンドの実行
コマンドセンターを使って、クラスタに対してコマンドを実行することができます。
コマンドはコマンドセンターでは「設定」コマンドおよび「操作」コマンドとして分類されま
す。
コマンドセンターでコマンドを実行するには

1

コマンドセンターのコマンドツリーで、コマンドをクリックします。必要に応じて、ツリー
を展開してコマンドを表示します。

2

対応するコマンドインターフェースで、VCS オブジェクトをクリックし、必要に応じて
適切なオプションをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

属性の編集
Java コンソールを使って、VCS オブジェクトの属性を編集できます。デフォルトでは、
Java コンソールには、主要属性とタイプ固有の属性が表示されます。 オブジェクトに関
連付けられているすべての属性を表示するには、［すべての属性を表示（Show all
attributes）］をクリックします。
Cluster Explorer で属性を編集するには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、属性を編集する対象のオブジェクトをクリックしま
す。

2

表示パネルで、［プロパティ（Properties）］タブをクリックします。 属性が［プロパティ
ビュー（Properties View）］に表示されない場合は、［すべての属性を表示（Show
all attributes）］をクリックします。
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3

［プロパティビュー（Properties View）］または［属性ビュー（Attributes View）］で、
［キー属性（Key Attributes）］表または［タイプに固有の属性（Type Specific
Attributes）］表の［編集（Edit）］カラムにあるアイコンをクリックします。 ［属性ビュー
（Attributes View）］で、属性の［編集（Edit）］カラムにあるアイコンをクリックします。

4

［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスで、属性値を次のように変更しま
す。

5

■

スカラー値を編集するには:
値を入力またはクリックします。

■

非スカラー値を編集するには:
［+］ボタンを使って、要素を追加します。 ［-］ボタンを使って、要素を削除します。

■

属性の範囲を変更するには、次の手順を実行します。
［グローバル（Global）］または［システムごと（Per System）］オプションをクリック
します。

■

属性の範囲をローカルとした場合、対象となるシステムを変更するには:
メニューでシステムをクリックします。

［OK］をクリックします。

コマンドセンターで属性を編集するには

1

コマンドセンターの設定ツリーで、［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、
［属性（Attributes）］、［vcs_object 属性の修正（Modify vcs_object Attributes）］の
順に展開します。

2

メニューで VCS オブジェクトをクリックします。

3

属性表で、属性の［編集（Edit）］カラムにあるアイコンをクリックします。

4

［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスで、属性値を次のように変更しま
す。
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5

■

スカラー値を編集するには:
値を入力またはクリックします。

■

非スカラー値を編集するには:
［+］ボタンを使って、要素を追加します。 ［-］ボタンを使って、要素を削除します。

■

属性の範囲を変更するには、次の手順を実行します。
［グローバル（Global）］または［システムごと（Per System）］オプションをクリック
します。

■

属性の範囲をローカルとした場合、対象となるシステムを変更するには:
メニューでシステムをクリックします。

［OK］をクリックします。

クラスタ設定のクエリー
このトピックでは、クラスタ設定のクエリーを実行する方法について説明します。以下の手
順に従います。

1

Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［クエリー（Query）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［クエリー（Query）］をクリックします。

2

［クラスタクエリー（Cluster Query）］ダイアログボックスで、クエリーの詳細を入力しま
す。

■

検索する VCS オブジェクトをクリックします。

■

選択したオブジェクトに応じて、検索するエンティティをクリックします。

■

検索項目と値の間で適切なフレーズまたは記号をクリックします。
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■

指定したクエリーの適切な値をクリックします。

■

クエリーによっては、ユーザーが特定のフィルタ情報を入力できる場合もありま
す。
［システム（System）］、［オンライングループの数（Online Group Count）］、［<］
の順にクリックし、必要な値を空のフィールドに入力します。
または
［リソース（Resource）］、［属性名を入力（provide attribute name）］ の順にク
リックし、属性の名前を入力して［=］または［を含む（contains）］をクリックし、属
性の適切な値を空のフィールドに入力します。
たとえば、［リソース］をクリックし、［属性名を入力（provide attribute name）］ を
選択し MountPoint と入力して、［含む（contains）］をクリックし、空のフィールド
に /db01 と入力します。

■

追加のクエリーを使うには、適切なオプションを選択するのに必要な回数だけ
［+］をクリックします。 ［-］をクリックすると、クエリーの数が減ります。

■

選択した各フィルタごとに［AND］または［OR］をクリックします。

■

［検索（Search）］をクリックします。

■

新しい項目を検索するには、［リセット（Reset）］をクリックして、ダイアログボック
スを元の空の状態に戻します。

Notifier ウィザードを使った VCS イベント通知の設定
このトピックで示す情報は、ClusterService グループと Notifier リソースの両方を作成す
る必要があるものとしています。ClusterService グループが存在し、Notifier リソースは
別のグループの下に設定されている場合、そのグループの既存の Notifier リソースとシ
ステムリストの属性を変更できます。ClusterService グループが設定され、Notifier リソー
スは未設定の場合、Notifier リソースを作成して ClusterService グループに追加します。
Notifier ウィザードを使ってイベント通知を設定するには

1

Cluster Explorer のツール（Tools）メニューで、［Notifier ウィザード（Notifier
Wizard...）］をクリックします。
または
Cluster Explorer のツールバーで、［Notifier リソース設定ウィザードの起動（Launch
Notifier Resource Configuration Wizard）］をクリックします。

2

［次へ（Next）］をクリックします。

3

［Service Group Configuration for Notifier］ダイアログボックスで、次の手順に従い
ます。
■

作成する Notifier リソースの名前を入力します。 例: "ntfr"
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■

［使用可能なシステム（Available Systems）］ボックスで対象システムをクリックし
ます。

■

右矢印ボタンをクリックして、選択したシステムを［サービスグループのシステム
（Systems for Service Group）］表に移動させます。表からシステムを削除する
には、該当のシステムをクリックし、左矢印ボタンをクリックします。

■

サービスグループの AutoStartList 属性にシステムを追加するには、［起動
（Startup）］にチェックマークを付けます。これにより、HAD が起動するたびに、
サービスグループをシステムで自動的にオンラインにすることができます。

■

（0 から始まる）優先順位が割り当てられます。これは、フェールオーバー実行時
に、サービスグループを起動するシステムの順序を示します。 必要に応じて、
［優先順位（Priority）］カラムのエントリをダブルクリックして、新しい値を入力しま
す。

4

［次へ（Next）］をクリックします。

5

設定する必要がある通知のモードを選択します。SNMP または SMTP、あるいはそ
の両方のチェックボックスをオンにします（該当する場合）。

6

［SNMP 設定（SNMP Configuration）］ダイアログボックスで、次の手順に従います
（該当する場合）。
■

［+］をクリックして、SNMP コンソールと重要度のフィールドを必要な分作成しま
す。 フィールドを削除するには［-］をクリックします。

■

コンソールを入力し、メニューで重要度をクリックします。 たとえば、snmpserv と
入力して［Information］をクリックします。

■

SNMP トラップポートを入力します。 たとえば、162 はデフォルト値です。
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7

［次へ（Next）］をクリックします。

8

［SMTP 設定（SMTP Configuration）］ダイアログボックスで、次の手順に従います
（該当する場合）。

9

■

SMTP 電子メールサーバーの名前を入力します。

■

［+］をクリックして、受信者と重要度のフィールドを必要な分作成します。フィール
ドを削除するには［-］をクリックします。

■

受信者を入力し、ドロップダウンメニューで重要度をクリックします。 たとえば、
admin@example.com と入力して［Information］をクリックします。

［次へ（Next）］をクリックします。

10 ［NIC リソース設定（NIC Resource Configuration）］ダイアログボックスで、次の手
順に従います。
■

［NIC リソースを設定します（Configure NIC Resource）］（シマンテック社推奨）
をクリックして、次の手順に進みます。 NIC リソースを設定しない場合は、［次へ
（Next）］をクリックします。

■

必要に応じて、リソースの名前を入力します。
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■

表の［検出（Discover）］カラムでアイコン（［...］）をクリックして、各システムの
MACAddress を調べます。

■

［検出（Discover）］ダイアログボックスで、［OK］をクリックします。

11 ［次へ（Next）］をクリックします。

12 必要に応じて［リソースをオンラインにします（Bring the Notifier Resource Online）］
チェックボックスをオンにします。

13 ［次へ（Next）］をクリックします。
14 ［完了（Finish）］をクリックします。

ログの管理
Java コンソールを使うと、エンジンによって生成されたメッセージのログ表示をカスタマイ
ズできます。 ［ログ（Logs）］ダイアログボックスで、メッセージの検索や表示のためのフィ
ルタ条件を設定したり、アラートメッセージを監視して解決したりすることができます。
VCS ログのポップアップを表示するには、ドロップダウンメニューから［表示とログ（View
and Logs）］からを選択するか、ツールバーの［ログの表示（Show the Logs）］をクリック
します。
ログを参照して各ログメッセージの詳細を表示するには、イベントの説明をダブルクリック
します。 ［VCS ログ詳細（VCS Log details）］ポップアップウィンドウの矢印を使うと、メッ
セージリストを前後にスクロールできます。
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ログ表示のカスタマイズ
［ログ（Logs）］ダイアログボックスから、［フィルタの編集（Edit Filters）］機能を使ってログ
メッセージの表示をカスタマイズします。
VCS ログの表示をカスタマイズするには

1

［VCS ログ（VCS Logs）］タブで、［フィルタの編集（Edit Filters）］をクリックします。

2

フィルタの条件を入力し、次の手順を実行します。

3

■

メッセージ表示に出力させるログのタイプをクリックします。

■

ログ（Logs of）メニューで、表示するログメッセージのカテゴリを選択します。

■

名前（Named）メニューで、選択したオブジェクトまたはコンポーネントの名前を
選択します。 選択したカテゴリのすべてのメッセージを表示するには、［すべて
（All）］をクリックします。

■

［最終ログ（Logs from last）］フィールドに数値を入力し、時間単位をクリックしま
す。

■

ログメッセージ内を検索するには、検索文字列を入力します。 必要に応じて［す
べての文字列（Whole String）］チェックボックスをオンにします。

［OK］をクリックします。
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エージェントログの表示をカスタマイズするには
◆

［エージェントログ（Agent Logs）］タブで、フィルタの条件を入力し、次の手順を実行
します。
■

システムの名前をクリックします。

■

表示するログ数を入力します。

■

リソースタイプをクリックします。

■

リソースの名前をクリックします。 すべてのリソースのメッセージを表示するには、
［すべて（All）］をクリックします。

■

［ログを取得（Get Logs）］をクリックします。

ログ表示のリセット
［フィルタのリセット（Reset Filters）］機能を使って、ログ表示をデフォルト設定に戻しま
す。 たとえば、［フィルタの編集（Edit Filter）］機能を使って、メッセージレベルがクリティ
カルとエラーのメッセージのみ表示するようにログ表示をカスタマイズした場合は、［フィル
タのリセット（Reset Filters）］機能を使うと、すべてのログメッセージを表示するように設定
されます。
ログ表示をデフォルト設定にリセットするには
◆

［VCS ログ（VCS Logs）］タブで、［フィルタのリセット（Reset Filters）］をクリックしま
す。

アラートの監視
Java コンソールでは、管理的なアクションが必要な警告に関して自動警告を送信しま
す。この警告は、［ログ（Logs）］ダイアログボックスの［アラート（Alerts）］タブに表示されま
す。このタブを使って、アラートに対するアクションを実行したり、アラートを削除します。
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アラートにアクションを実行するには

1

［アラート（Alert）］タブまたはダイアログボックスで、アクションを実行するアラートをク
リックします。

2

［アクションの実行（Take Action）］をクリックします。

3

アラートを解決するために必要な情報を入力します。
ローカルグループがローカルクラスタ内のシステムにフェールオーバーを実行でき
ないというアラートの場合、ユーザーはアクションを実行できません。
グローバルグループがフェールオーバーを実行できないというアラートの場合は、グ
ローバルクラスタ環境内の別のシステムでグループをオンライン化するアクションが
必要となります。
グローバルクラスタで障害が発生したというアラートの場合は、クラスタの障害、切断、
または停止を宣言し、別のクラスタにフェールオーバーを実行するサービスグルー
プを決定するアクションが必要です。

4

［OK］をクリックします。

アラートを削除するには

1

［アラート（Alert）］タブまたはダイアログボックスで、削除するアラートをクリックします。

2

［アラートの削除（Delete Alert）］をクリックします。

3

この処理の詳細を入力します。
■

アラートを削除する理由を入力します。
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■

［OK］をクリックします。

VCS Simulator の管理
Windows システムにインストール可能な VCS Simulator を使って、状態の遷移を表示
し、設定パラメータをテストし、クラスタまたはシステム障害時にサービスグループがどの
ように動作するのかを予測することができます。 このツールを使って、OFFLINE 状態で
設定を作成および保存します。
Java コンソールで VCS Simulator を使うと、シミュレートしたクラスタパネルを設定する、
UNKNOWN 状態のシステムを ONLINE 状態にする、運用中のシステムの停電状態を
シミュレートする、リソース障害をシミュレートする、および VCS がオフラインの状態で設
定を保存するなどの操作を行うことができます。
グローバルクラスタについては、クラスタ障害の生成およびクリアのプロセスをシミュレート
できます。
クラスタごとに異なるポート番号を使うことにより、1 つのシステムで複数のシミュレートクラ
スタを実行できます。 Java コンソールでは、オンライン設定の場合と同じ表示と機能が
利用できます。
p.303 の 「VCS シミュレータについて」 を参照してください。
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の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

コマンドラインでの VCS の管理について

■

VCS ライセンスのインストールについて

■

LLT の管理

■

AMF カーネルドライバの管理

■

VCS の起動

■

VCS の停止

■

VCS エンジンと関連プロセスの停止

■

VCS へのログイン

■

VCS 設定ファイルの管理について

■

コマンドラインによる VCS ユーザーの管理について

■

VCS のクエリーについて

■

サービスグループの管理について

■

エージェントの管理

■

リソースの管理について

■

リソースタイプの管理について

■

システムの管理
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■

クラスタの管理について

■

VCS コマンドを使うスクリプトでの -wait オプションの使用

■

HA ファイアドリルの実行

■

コマンドラインによるシミュレートクラスタの管理について

コマンドラインでの VCS の管理について
VCS の管理に使うことが多いコマンドの詳細を確認します。個々のコマンドやそのオプ
ションについては、各コマンドの使用法の説明か、各コマンドのマニュアルページを参照
してください。
コマンドのほとんどは、VCS が起動している、クラスタ内の任意のシステムから入力でき
ます。 通常、VCS を起動するコマンドは、システムの起動時に自動的に開始されます。
p.779 の 「VCS コマンドラインリファレンス」 を参照してください。
p.371 の 「I/O フェンシングの管理について」 を参照してください。

VCS コマンド構文の解説で使う記号
表 6-1 は、VCS コマンドの解説で使う記号についての説明です。これらの記号は、実際
にコマンドを実行するときには使わないでください。
表 6-1

VCS コマンドの解説で使う記号

記号

使用法

例

[]

省略可能なコマンドオプションま hasys -freeze [-persistent][-evacuate]
たは引数を囲みます。
system

|

| で区切られたコマンドオプショ
ンまたは引数のうち 1 つだけを
同時に使えることを表します。

...

引数に複数の値を指定できるこ hagrp -modify group attribute value … [-sys
とを表します。
system]

{}

これらの波カッコで囲まれたコマ haatr -display {cluster | group | system |
ンドオプションまたは引数はセッ heartbeat | <restype>}
トで保つ必要があることを表しま
haclus -modify attribute {key value}
す。

hagetcf [-s | -silent]
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記号

使用法

例

<>

コマンドヘルプまたは書式の出 haclus -help
力で、これらの変数を実際の値
VCS INFO V-16-1-10601 Usage:
に置き換える必要があることを示
haclus -add <cluster> <ip>
すために使います。
haclus -delete <cluster>

p.179 の 「コマンドラインでの VCS の管理について」 を参照してください。

VCS のローカルシステム識別方法
VCS は、$VCS_CONF/conf/sysname ファイルを確認します。このファイルが存在しない
場合、ローカルシステム名は、そのシステムのノード名となります。 システムのノード名を
表示するには、次のように入力します。
# uname -n

このファイルのエントリは、/etc/llthosts ファイルと /etc/llttab ファイルのエントリ
に一致している必要があります。

ダッシュ（-）で始まる値の指定について
コマンドライン構文で値を指定する場合は、ダッシュ（-）で始まる値の先頭にパーセント記
号（%）を付ける必要があります。値がパーセント記号から始まる場合、この先頭にもう 1
つパーセント記号を付ける必要があります （最初のパーセント記号は HAD（High
Availability Daemon: 高可用性デーモン）によって処理され、設定ファイルには表示さ
れません）。

-modify オプションについて
設定の変更のほとんどは、haclus、hagrp、hares、hasys、hatype の各コマンドの
-modify オプションを使って行います。特に、これらのコマンドの -modify オプションは、
VCS 設定ファイルに定義されている属性値を変更します。デフォルトでは、すべての属
性はグローバルです。つまり、属性値はすべてのシステム上で同じです。
メモ: 設定を変更するには、VCS が読み書き両用モードである必要があります。
p.202 の 「読み書き両方モードへの設定の変更」 を参照してください。
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VCS パスワードの暗号化
VCS 設定ファイル main.cf を編集して VCS ユーザーを追加するときに、vcsencrypt
ユーティリティを使ってパスワードを暗号化します。
メモ: Java コンソールからパスワードを入力するときは、vcsencrypt ユーティリティを使
わないでください。
パスワードを暗号化するには

1

コマンドラインからユーティリティを実行します。
# vcsencrypt -vcs

2

ユーティリティを実行すると、パスワードを 2 回入力するように要求されます。パス
ワードを入力し、Return キーを押します。
Enter Password:
Enter Again:

3

ユーティリティがパスワードを暗号化し、暗号化パスワードを表示します。このパス
ワードを使って、VCS 設定ファイル main.cf を編集します。

エージェントパスワードの暗号化
ユーザーのパスワードを必要とするエージェントを設定する場合、VCS 設定ファイルの
main.cf を編集するときに、vcsencrypt ユーティリティを使ってパスワードを暗号化しま
す。
p.182 の 「セキュリティキーを使ったエージェントパスワードの暗号化」 を参照してくださ
い。
メモ: Java コンソールからパスワードを入力するときは、vcsencrypt ユーティリティを使
わないでください。
エージェントパスワードを暗号化するには

1

コマンドラインからユーティリティを実行します。
vcsencrypt -agent
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2

ユーティリティを実行すると、パスワードを 2 回入力するように要求されます。パス
ワードを入力し、Return キーを押します。
Enter New Password:
Enter Again:

3

ユーティリティがパスワードを暗号化し、暗号化パスワードを表示します。このパス
ワードを使って、VCS 設定ファイル main.cf を編集します。

セキュリティキーを使ったエージェントパスワードの暗号化
セキュリティキーを使用してエージェントパスワードを暗号化するには次の手順を実行し
ます。
■

セキュリティキーの生成

■

エージェントパスワードの暗号化

p.181 の 「エージェントパスワードの暗号化」 を参照してください。

セキュリティキーの生成
セキュリティキーを生成するには vcsencrypt ユーティリティを使います。
メモ: セキュリティキーを生成するには、ルートユーザーであるか、管理者権限を持ってい
る必要があります。
セキュリティキーを生成するには、任意のクラスタノードで次の手順を実行します。

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

vcsencrypt ユーティリティを実行します。
# vcsencrypt -gensecinfo
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3

パスフレーズを入力するよう求められたら、8 文字以上を入力します。
セキュリティキーがユーティリティによって生成され、次のメッセージが表示されます。
Generating SecInfo...please wait...
SecInfo generated successfully.
Trying to update its value in config file...
SecInfo updated successfully.

4

VCS 設定を保存して、読み取り専用にします。
# haconf -dump –makero

エージェントパスワードの暗号化
エージェントのパスワードを暗号化するには、いずれかのクラスタノードで次の手順を実
行します。

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

エージェントパスワードを暗号化します。
# vcsencrypt -agent -secinfo

3

メッセージが表示されたら、既存のパスワードを入力して、Enter キーを押します。
ユーティリティが入力されたパスワードを暗号化し、暗号化パスワードを表示します。
7c:a7:4d:75:78:86:07:5a:de:9d:7a:9a:8c:6e:53:c6 のようになります。

4

必須のエージェント属性を変更して、暗号化パスワードを割り当てます。
c:¥>hares -modify <ResourceName>
<password_attribute _name> <AES Password>

グループ管理者へのパスワード暗号化権限の付与
この手順では、パスワード暗号化権限をグループ管理者に与える方法を説明します。
パスワード暗号化権限をグループ管理者に与えるには
◆

クラスタ属性 SecInfoLevel の値を R+A に設定します。
# haclus -modify SecInfoLevel R+A
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パスワード暗号化権限をスーパーユーザーに限定するには
◆

クラスタ属性 SecInfoLevel の値を R に設定します。
# haclus -modify SecInfoLevel R

セキュリティキーの変更
次の手順に従って、セキュリティキーを変更します。
セキュリティキーを変更する場合は、必ず、作成したすべてのパスワードを新しいセキュリ
ティキーを使って再暗号化してください。そうしないと、エージェントは暗号化されたパス
ワードの復号化に失敗し、リソースを監視できなくなります。
セキュリティキーを変更するには

1

VCS 設定を保存して、書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

次のコマンドを実行します。
# vcsencrypt -gensecinfo -force

3

VCS 設定を保存して、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

VCS ライセンスのインストールについて
Veritas 製品のインストーラでは、次のライセンス方法のうち 1 つを選択するように求めら
れます。
■

インストールする製品と機能のライセンスキーをインストールする。シマンテック製品を
購入すると、ライセンスキー証明書が付属しています。証明書には、製品キーと購入
した製品ライセンス数が明確に記されています。

■

ライセンスキーなしでインストールを続行する。 インストーラによって、インストールす
る製品モードとオプションの入力を求めるプロンプトが表示され、必要な製品レベル
が設定されます。
このオプションを選択してから 60 日以内に、権利を付与されたライセンスレベルに対
応した有効なライセンスキーをインストールするか、管理サーバーでサーバーまたは
クラスタを管理することによってキーレスライセンス状態で利用し続ける必要がありま
す。
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vxlicinst を使ったライセンスキーのインストールと更新
vxlicinst コマンドを使って、購入した製品の有効な製品ライセンスキーをインストール

または更新します。 vxlicinst（1m）のマニュアルページを参照してください。
このユーティリティを使うには、ルート権限が必要です。このユーティリティは、クラスタ内
の各システムで実行する必要があります。このユーティリティでは、リモートノードのライセ
ンスをインストールまたは更新することはできません。
新しいライセンスをインストールするには
◆

クラスタ内のノードごとに、次のコマンドを実行します。
# cd /opt/VRTS/bin
./vxlicinst -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX

動作中のクラスタ内のライセンス情報を更新するには

1

vxlicinst ユーティリティを使って、新しいライセンスをクラスタ内の各ノードにインス
トールします。

2

クラスタ内のすべてのノードで、システムレベルのライセンス情報を更新します。
updatelic コマンドを実行する前に必ず、vxlicinst コマンドを使ってライセンス

キーを追加するか、vxkeyless コマンドを使って製品ライセンスレベルを設定する
必要があります。
# hasys -updatelic -all

次の手順に進む前に、すべてのノードでライセンス情報を更新する必要があります。

3

クラスタレベルのライセンス情報を更新します。
# haclus -updatelic

キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更
vxkeyless コマンドを実行して、購入した製品の製品レベルを設定します。 このオプショ

ンでは、管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理する必要もあります。
vxkeyless（1m）のマニュアルページを参照してください。
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製品レベルを設定または変更するには

1

現在の製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless [-v] display

2

使用可能な製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless displayall

3

目的の製品レベルに設定します。
# vxkeyless [-q] set prod_levels

prod_levels はキーワードをカンマで区切ったリストです。 vxkeyless displayall
コマンドによって返されたキーワードを使います。
キーレスライセンスを削除してキーを入力する場合は、キーレスライセンスを消去す
る必要があります。 システムからすべてのキーを消去するには、NONE キーワード
を使います。
キーを消去すると、新しいキーをインストールするか、新しい製品レベルを設定する
までの間、シマンテック製品が無効になることに注意してください。
製品のライセンスレベルを消去するには

1

現在の製品ライセンスレベルの設定を表示します。
# vxkeyless [-v] display

2

キーレスライセンスがインストールされている場合は、すべてのキーレスライセンスを
削除します。
# vxkeyless [-q] set NONE

LLT の管理
lltdump や lltconfig などの LLT コマンドを使うと、LLT リンクを管理できます。 コマ

ンドについて詳しくは、LLT マニュアルの対応するページを参照してください。
p.46 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
p.187 の 「クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンの表示」 を参照してください。
p.187 の 「LLT リンクの追加と削除」 を参照してください。
p.189 の 「LLT 配下の集約インターフェースの設定」 を参照してください。
p.191 の 「LLT の宛先ベースの負荷分散の設定」 を参照してください。
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クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンの表示
lltdump コマンドを使うと、特定の LLT リンクの LLT バージョンを表示できます。クラスタ

ID とノード ID の詳細も表示できます。
詳しくは、lltdump（1M）のマニュアルページを参照してください。
クラスタの詳細と LLT リンクの LLT バージョンを表示するには
◆

次のコマンドを実行して詳細を表示します。
# /opt/VRTSllt/lltdump -D -f link

たとえば、bge3 が sys1 に接続している場合にこのコマンドを実行すると、ネットワー
クリンク bge3 上に存在するすべてのクラスタ ID とノード ID が一覧表示されます。
# /opt/VRTSllt/lltdump -D -f /dev/bge:3
lltdump : Configuration:
device : bge3
sap : 0xcafe
promisc sap : 0
promisc mac : 0
cidsnoop : 1
=== Listening for LLT packets ===
cid nid vmaj vmin
3456 1 5 0
3456 3 5 0
83 0 4 0
27 1 3 7
3456 2 5 0

LLT リンクの追加と削除
LLT が動作しているとき、lltconfig コマンドを使って LLT リンクを追加または削除でき
ます。
詳しくは、lltconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。
メモ: LLT リンクを追加または削除するとき、GAB または高可用性デーモン（had）を終了
する必要はありません。変更はすぐに適用されますが、再起動時に元に戻ります。 変更
を継続させるには、/etc/llttab ファイルを更新する必要もあります。
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LLT リンクを追加するには
◆

LLT リンクタイプに応じて、次のコマンドを実行して LLT リンクを追加します。
■

ether リンクタイプ:
# lltconfig -t devtag -d device
[-b ether ] [-s SAP] [-m mtu] [-I] [-Q]

■

UDP リンクタイプ:
# lltconfig -t devtag -d device
-b udp [-s port] [-m mtu]
-I IPaddr -B bcast

■

UDP6 リンクタイプ:
# lltconfig -t devtag -d device
-b udp6 [-s port] [-m mtu]
-I IPaddr [-B mcast]

ここで、
devtag

リンクを識別するタグ。

device

インターフェースのネットワークデバイスパス。
■

■

Solaris 10 の場合:
ether リンクタイプの場合、パスの直後にコロン（:）が入り、リンクする
ために LLT が使う単位または PPA を指定する整数が続けて入りま
す。
Solaris 11 の場合:
ether リンクタイプの場合、パスはインターフェースのデバイスファイ
ルの絶対パスです。（例: /dev/net/net1）

udp および udp6 リンクタイプの場合、device は udp および udp6 デ
バイスパスです。
bcast

udp と rdma リンクタイプの場合のブロードキャストアドレス

mcast

udp6 リンクタイプの場合のマルチキャストアドレス。

IPaddr

udp、udp6、rdma リンクタイプの場合の IP アドレス

SAP

ether リンクタイプの場合にネットワークリンク上でバインドする SAP。

port

udp、udp6、rdma リンクタイプの場合のポート

mtu

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。
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次に例を示します。
■

ether リンクタイプ:
In Solaris 10:# lltconfig -t bge3 -d /dev/bge:3 -s 0xcafe -m 1500
In Solaris 11: # lltconfig -t net3 -d /dev/net/net3 -s 0xcafe -m 1500

■

UDP リンクタイプ:
# lltconfig -t link1 -d /dev/udp -b udp -s 50010
-I 192.168.1.1 -B 192.168.1.255

■

UDP6 リンクタイプ:
# lltconfig -t link1 -d /dev/udp6
-b udp6 -s 50010 -I 2000::1

メモ: 追加の LLT リンクを再ブート後に永続的にする場合、/etc/lltab の LLT エ
ントリを編集します。
LLT リンクを削除するには

1

LLT 配下に設定したネットワークリンクを無効にするには、次のコマンドを実行しま
す。
# lltconfig -t devtag -L disable

2

16 秒間（LLT の peerinact 時間）待機します。

3

次のコマンドを実行してリンクを削除します。
# lltconfig -u devtag

LLT 配下の集約インターフェースの設定
VCS をインストールし、設定した後で集約インターフェースを使うために LLT を設定する
場合、次のいずれかの方法を使えます。
■

/etc/llttab ファイルを編集する
この方法では LLT を停止する必要があります。 集約インターフェースの設定は再起
動後も変化しません。

■

lltconfig コマンドを実行する
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この方法では、LLT を停止せずに集約インターフェースを設定できます。 ただし、再
起動すると変更内容は失われます。
/etc/llttab ファイルを編集して LLT 配下の集約インターフェースを設定するには

1

LLT が実行している場合は、依存関係にある他のモジュールを停止した後、LLT を
停止します。
# svcadm disable -t llt

p.195 の 「VCS の停止」 を参照してください。

2

/etc/llttab ファイルに次のエントリを追加して集約インターフェースを設定します。
link tag device_name systemid_range link_type sap mtu_size
tag

リンクを識別するタグ。

device_name

集約インターフェースのネットワークデバイスパス。
パスの直後にコロン（:）が入り、リンクするために LLT が使う単位または
PPA を指定する整数が続けて入ります。

systemid_range

コマンドが有効であるシステムの範囲。
すべてのシステムでリンクコマンドを有効にする場合は、ハイフン（-）を
指定します。

link_type

リンクタイプは ether である必要があります。

sap

ネットワークリンク上でバインドする SAP。
デフォルトは 0xcafe です。

mtu_size

3

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

LLT を再起動して変更内容を有効にします。 手順 1 で停止した依存関係にある他
のモジュールを再起動します。
# svcadm enable llt

p.193 の 「VCS の起動」 を参照してください。
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lltconfig コマンドを使って LLT 配下の集約インターフェースを設定するには
◆

LLT の動作中に、次のコマンドを使って集約インターフェースを設定します。
lltconfig -t devtag -d device
[-b linktype ] [-s SAP] [-m mtu]
devtag

リンクを識別するタグ。

device

集約インターフェースのネットワークデバイスパス。
パスの直後にコロン（:）が入り、リンクするために LLT が使う単位また
は PPA を指定する整数が続けて入ります。

link_type

リンクタイプは ether である必要があります。

sap

ネットワークリンク上でバインドする SAP。
デフォルトは 0xcafe です。

mtu_size

ネットワークリンク上でパケットを送信する際の最大伝送単位。

詳しくは、lltconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。
この変更を行った後に再起動する必要はありません。 ただし、変更内容を再起動後
も有効にするには /etc/llttab ファイルを更新する必要があります。
p.190 の 「/etc/llttab ファイルを編集して LLT 配下の集約インターフェースを設定す
るには」 を参照してください。

LLT の宛先ベースの負荷分散の設定
LLT（Low Latency Transport）の宛先ベースの負荷分散はデフォルトではオフになりま
す。 シマンテック社は、クラスタセットアップに 2 つ以上のノードとよりアクティブな LLT
ポートがあるときは、宛先ベースの負荷分散を推奨します。
p.320 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
LLT の宛先ベースの負荷分散を設定するには
◆

次のコマンドを実行して、宛先ベースの負荷分散を設定します。
lltconfig -F linkburst:0

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。
p.47 の 「IMF 通知モジュールについて」 を参照してください。
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p.78 の 「VCS モジュールを起動および停止するための環境変数」 を参照してください。
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/default/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。
# svcadm enable amf

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/default/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。
# svcadm disable amf

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.192 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。
p.192 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。
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VCS の起動
次のいずれかの方法を使って VCS を起動できます。
■

installvcs -start コマンドを使う

■

各ノードで VCS を手動で起動する

VCS を起動するには

1

installvcs プログラムを使って VCS を起動するには、クラスタ内の任意のノードで次
の手順を実行します。
■

root ユーザーとしてログインします。

■

次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -start

2

VCS を手動で起動するには、クラスタ内の各ノードで次のコマンドを実行します。
■

root ユーザーとしてログインします。

■

LLT と GAB を起動します。I/O フェンシングが設定済みであれば I/O フェンシ
ングを起動します。シングルノードクラスタで VCS を起動する場合は、この手順
をスキップします。
省略可能なオプションとして、インテリジェントな監視を有効にしたい場合、AMF
を起動できます。

■

LLT

# svcadm enable llt

GAB

# svcadm enable gab

I/O フェンシング

# svcadm enable vxfen

AMF

# svcadm enable amf

VCS エンジンを起動します。
# svcadm enable vcs

シングルノードクラスタで VCS を起動するには、次のコマンドを実行します。
# svcadm enable vcs-onenode
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p.194 の 「VCS エンジン（HAD）と関連プロセスの起動」 を参照してください。

3

VCS クラスタが起動し、動作していることを確認します。
# gabconfig -a

ポート a とポート h のメンバーシップが、クラスタ内のすべてのノードに対する出力
に存在することを確認します。 I/O フェンシングが設定されている場合、ポート b の
メンバーシップも存在する必要があります。

VCS エンジン（HAD）と関連プロセスの起動
VCS を起動するコマンドは、次のファイルから呼び出されます。
/lib/svc/method/vcs

VCS は起動時に、そのシステムが持っている設定ファイルをチェックし、GAB のクラスタ
メンバーシップにシステムを登録します。 そのシステムが持っている設定が有効で、クラ
スタを構成している他のシステムで VCS が起動されていない場合には、その設定ファイ
ルを基にクラスタの設定を行い、VCS が RUNNING 状態に移行します。
すべてのノードの設定ファイルの内容が無効である場合は、VCS エンジンは、オペレー
タが介入するか、有効なクラスタ設定を持っているシステムで VCS が起動するのを待ち
ます。
p.785 の 「システムの状態」 を参照してください。
VCS エンジンを起動するには
◆

次のコマンドを実行します。
# svcadm enable vcs

すべてのシステムが ADMIN_WAIT 状態のときに VCS エンジンを起動するには
◆

クラスタ内の任意のシステムで次のコマンドを実行し、system 変数に指定されたシ
ステムの設定ファイルを、VCS で使用するようにします。
# hasys -force system

シングルノードクラスタで VCS を起動するには
◆

次のコマンドを入力して、GAB や LLT を必要としない VCS のインスタンスを起動
します。 このコマンドは、複数のシステムで構築されたクラスタでは使わないでくださ
い。
# svcadm enable vcs-onenode
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VCS の停止
次のいずれかの方法を使って VCS を停止できます。
■

installvcs -stop コマンドを使う

■

各ノードで VCS を手動で停止する

警告: Solaris の svcadm disable コマンドの効果は再起動後も持続します。-t オプ
ションを付けてコマンドを使用しなかった場合は、システムの再起動後に、svcadm enable
コマンドを使って手動でモジュールを有効にしてください。
VCS を停止するには

1

installvcs プログラムを使って VCS を停止するには、クラスタ内の任意のノードで次
の手順を実行します。
■

root ユーザーとしてログインします。

■

次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -stop

2

VCS を手動で停止するには、クラスタ内の各ノードで次のコマンドを実行します。
■

root ユーザーとしてログインします。

■

VCS サービスグループをオフラインにし、グループがオフライン状態であること
を確認します。
# hagrp -offline service_group -sys system
# hagrp -state service_group

■

VCS エンジンを停止します。
# svcadm disable -t vcs

p.196 の 「VCS エンジンと関連プロセスの停止」 を参照してください。
■

VCS エンジンポート h が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a

■

I/O フェンシングが設定されている場合、I/O フェンシングを停止します。 GAB
を停止し、続けて LLT を停止します。
I/O フェンシング

# svcadm disable -t vxfen
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GAB

# svcadm disable -t gab

LLT

# svcadm disable -t llt

VCS エンジンと関連プロセスの停止
hastop コマンドは、高可用性デーモン（HAD）と関連プロセスを停止します。クラスタに

EngineShutdown 属性を設定して、hastop コマンドの動作をカスタマイズできます。
p.197 の 「EngineShutdown 属性を使った hastop の動作の制御について」 を参照して
ください。
hastop コマンドには、次のオプションがあります。
hastop
hastop
hastop
hastop

-all [-force]
[-help]
-local [-force | -evacuate | -noautodisable]
-sys system ... [-force | -evacuate -noautodisable]

表 6-2 は、hastop コマンドのオプションを示しています。
表 6-2

hastop コマンドのオプション

オプション

説明

-all

クラスタ内のすべてのシステムで HAD を停止し、すべてのサービスグルー
プをオフラインにします。

-help

コマンドの使用方法を表示します。

-local

コマンドを入力したシステムで HAD を停止します。

-force

システム上のサービスグループをオフラインにせずに HAD を停止します。
EngineShutdown 属性値は、-force オプションの動作に影響を与えませ
ん。

-evacuate

-local または -sys とともに使うと、システムが停止する前に、そのシステ
ム上のオンラインのサービスグループがクラスタ内の別のシステムに移行し
ます。

-noautodisable hastop コマンドを発行したノードで実行可能なサービスグループが自動
無効化状態にならないようにします。このオプションは、-evacuate ととも
に使えますが、-force とともには使えません。
-sys

指定されたシステムで HAD を停止します。
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-force オプションを使わない VCS の停止について
-force オプションを使わずに VCS を停止させた場合、VCS は LEAVING 状態に遷移

し、システム上のすべてのグループがオフラインになるまで待機します。 hasys -display
system コマンドの実行結果を使って、SysState 属性と OnGrpCnt 属性の値が 0 以外
であるかどうか検証します。VCS は、停止する前に、サービスグループがオフラインにな
るまで待機し続けます。
p.744 の 「リソースに関するトラブルシューティング」 を参照してください。

-force 以外のオプションによる VCS の停止について
サービスグループがオンラインになっているシステム上で -force 以外のオプションを
使って VCS を停止した場合、そのシステム上で実行されているグループはオフラインに
なり、その状態のままになります。VCS は、属性 IntentOnline を 0 に設定することによっ
てこの状態を示します。-force オプションを使うと、VCS エンジン（HAD）が停止して再
起動する間、サービスグループはオンライン状態を継続することができます。IntentOnline
属性の値は VCS エンジンの再起動後も変わらないままです。

EngineShutdown 属性を使った hastop の動作の制御について
EngineShutdown 属性を使って、ユーザーが hastop コマンドを実行した場合の VCS
の動作を定義します。
メモ: hastop を -force オプションまたは -local -evacuate -noautodisable オプションを
指定して発行した場合、VCS は EngineShutdown 属性を考慮しません。
hastop コマンドの必要な機能に基づいて、EngineShutdown 属性に次の値のいずれか
を設定します。
表 6-3 に、属性のエンジン停止値を示します。
表 6-3

エンジン停止値

EngineShutdown 説明
の値
Enable

すべての hastop コマンドを処理します。これがデフォルトの動作です。

Disable

すべての hastop コマンドを拒否します。

DisableClusStop

hastop -all コマンドを処理せず、他のすべての hastop コマンドを処理しま
す。

PromptClusStop

hastop -all コマンドを実行する前に、ユーザーに確認を求め、他のす
べての hastop コマンドを処理します。
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EngineShutdown 説明
の値
PromptLocal

hastop -local コマンドを実行する前に、ユーザーに確認を求め、
hastop -sys コマンド以外のすべての hastop コマンドを処理します。

PromptAlways

任意の hastop コマンドを実行する前に、ユーザーに確認を求めます。

VCS の停止についてその他の注意事項
VCS を停止するためのその他のいくつかの注意事項を次に示します。
■

reboot コマンドを使う場合、動作は ShutdownTimeOut パラメータによって制御さ

れます。HAD が終了した後、ShutdownTimeout 属性に指定されている時間内に
GAB が終了すると、残りのシステムはこのことを再ブートとして認識し、切り離されて
いるシステムからサービスグループをフェールオーバーします。 いくつかのアプリケー
ションを実行しているシステムの場合、ShutdownTimeout 属性の値を大きくすること
を考慮してください。
■

hastop コマンドを使用してシステム上で VCS を停止すると、SystemList 属性にそ

のシステムを含む各サービスグループが自動無効化されます。VCS は自動無効化
状態のときにサービスグループのオンライン化を開始しません。（これは電源の入っ
ていないシステムには当てはまりません）
■

-evacuate オプションを使うと、VCS が停止する前に退避が行われます。ただし、
-evacuate コマンドの発行時にサービスグループ間に依存関係がある場合は、VCS

がコマンドを拒否します

VCS へのログイン
VCS は、root 以外のユーザーが、haxxx コマンドを実行しようとすると、ユーザー名とパ
スワードを求めます。halogin コマンドを使用して信用証明を保存すると、VCS コマンド
を実行するたびに信用証明を入力する必要がありません。VCS コマンドを実行するに
は、特定の権限が必要なことがあります。
halogin コマンドを実行すると、VCS は暗号化されたログイン情報をユーザーのホーム

ディレクトリに格納します。また、セキュアモードで実行されるクラスタでは、このコマンドは
信頼関係を構築し、認証ブローカーから証明書を取得します。
別のホストのコマンドを実行すると、VCS はそれぞれのノードの信用証明を保存します。
このコマンドを実行した後、VCS はセッションを終了するまでこの情報を保存します。
セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS に対する信用証明を生成し、24 時間また
は 8 年間にわたって情報を保存することにより、root 以外のユーザーが VCS コマンドを
実行するときにパスワードを要求しないように VCS を設定することもできます。
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p.200 の 「セキュアモードのクラスタで root 以外のユーザーとして高可用性（HA）コマン
ドを実行する」 を参照してください。
VCS コマンドをローカルホストから実行している場合、ルートユーザーは halogin コマ
ンドを実行する必要はありません。
セキュアモードでクラスタへログインするには

1

次の環境変数を設定します。
■

VCS_DOMAIN –ユーザーが属しているセキュリティドメイン名。

■

VCS_DOMAINTYPE - VxSS ドメインのタイプ: unixpwd、nt、ldap、nis、nisplus、
vx など。

2

VCS コマンドを実行するノードを定義します。VCS_HOST 環境変数をノード名に
設定します。 リモートクラスタでコマンドを実行するには、ClusterService グループ
で構成された仮想 IP アドレスにこの変数を設定します。

3

VCS にログインします。
# halogin vcsusername password

セキュアモードで実行されていないクラスタにログインするには

1

VCS コマンドを実行するノードを定義します。 VCS_HOST 環境変数を、コマンドを
実行するノード名に設定します。 リモートクラスタでコマンドを実行するために、
ClusterService グループで構成された仮想 IP アドレスにこの変数を設定できます。

2

VCS にログインします。
# halogin vcsusername password

ホストのセッションを終了するには
◆

次のコマンドを実行します。
# halogin -endsession hostname

すべてのセッションを終了するには
◆

次のコマンドを実行します。
# halogin -endallsessions

セッションの終了後、VCS コマンドを実行するたびに VCS はクレデンシャルを求め
るメッセージを表示します。
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セキュアモードのクラスタで root 以外のユーザーとして高可用性（HA）
コマンドを実行する
セキュアモードで動作するクラスタで root 以外のユーザーが HA コマンドを実行するとき
にパスワードを要求しないように VCS を設定するには、次の手順を実行します。
セキュアモードのクラスタで root 以外のユーザーとして HA コマンドを実行するには
非ルートユーザーがログインすると、ログインユーザーコンテキストが HA コマンドに使用
され、パスワードの入力を求めるメッセージは表示されません。 たとえば、ユーザー sam
がホスト @example.com にログインし、VCS 設定によりグループ G1 のグループ管理
者として sam@example.com が指定された場合、非ルートユーザーはグループ G1 の
管理者権限を取得します。
◆

HA コマンドを実行します。 この手順では、VCS に対する信用証明を生成し、認証
情報を保存します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# hasys -state

VCS 設定ファイルの管理について
このセクションでは、VCS 設定ファイルの確認、バックアップ作成、復元方法を説明しま
す。
p.63 の 「main.cf ファイルについて」 を参照してください。
p.67 の 「types.cf ファイルについて」 を参照してください。

.cf ファイルの複数のバージョンについて
hacf ユーティリティが .cf ファイルを作成した場合、既存の .cf ファイルは上書きされませ
ん。 すでに存在する .cf ファイルは、コピーが作成され、そのコピーには作成日時を示す
接尾辞が付けられ、main.cf.03Dec2001.17.59.04 というようなファイル名で同じディレク
トリに保存されます。また、.cf ファイルの直前のバージョンは、接尾語 .previous とともに
保存されます（main.cf.previous など）。

設定の検証
hacf ユーティリティを使って、main.cf とタイプ定義ファイル types.cf を検証（構文確認）
します。hacf ユーティリティが設定のエラーを見つけた場合、VCS は起動できません。
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設定を検証するには
◆

次のコマンドを実行します。
# hacf -verify config_directory

config_directory 変数は、main.cf ファイルと、main.cf に含まれる .cf ファイルを格
納するディレクトリを指定します。
エラーメッセージが表示されず、戻り値がゼロの場合、構文は適切です。

VCS 設定ファイルの自動バックアップのスケジュール設定
BackupInterval 属性を設定して、VCS 設定のバックアップを定期的に実行するように
VCS に指示します 。 VCS は main.cf ファイルと types.cf ファイルに対して、それぞれ
main.cf.autobackup と types.cf.autobackup というバックアップを作成します。
VCS 設定ファイルの定期バックアップを起動するには
◆

クラスタレベルの BackupInterval 属性を 0 以外の値に設定します。
たとえば、設定ファイルのバックアップを 5 分ごとに実行するには、BackupInterval
を 5 に設定します。
例:
# haclus -display | grep BackupInterval
BackupInterval

0

# haconf -makerw
# haclus -modify BackupInterval 5
# haconf -dump -makero

設定の保存
設定を保存すると、VCS は main.cf.autobackup ファイルの名前を main.cf に変更しま
す。また、VCS は実行中の設定を main.cf.autobackup ファイルに保存します。
BackupInterval 属性を設定していない場合は、VCS は実行中の設定を保存します。
p.201 の 「VCS 設定ファイルの自動バックアップのスケジュール設定」 を参照してくださ
い。
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設定を保存するには
◆

次のコマンドを実行します。
# haconf -dump -makero

-makero オプションは、設定を読み取り専用モードに設定します。

読み書き両方モードへの設定の変更
このトピックでは、設定を読み書き両用にする方法について説明します。
モードを読み書き両用に設定するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haconf -makerw

設定ファイルの正しいフォーマットでの表示
VCS 設定ファイル（たとえば、main.cf または types.cf ファイル）を手動で編集すると、
ファイルが正しく解析されなくなるフォーマットの問題が起きます。
設定ファイルを正しいフォーマットで出力するには
◆

設定ファイルを正しいフォーマットで表示するには、次のコマンドを実行します。
# hacf -cftocmd config
# hacf -cmdtocf config

コマンドラインによる VCS ユーザーの管理について
クラスタ内の任意のシステムでユーザーを追加、変更、削除できます（各操作の実行権
限がある場合）。
VCS がセキュアモードで動作している場合、次のいずれかの形式でユーザー名を指定
します。
■

username@domain

■

username

ユーザーにクラスタレベルの権限を割り当てる場合にのみユーザー名指定します。ユー
ザーはクラスタのどのノードにもアクセスできます。 クラスタレベルのユーザーの権限は、
クラスタ内のすべてのノードで同じです。
ユーザー名とドメイン名を指定して、クラスタ内の複数のノードにユーザーを追加します。
このオプションではユーザーにはノードごとに 1 つずつ、複数のエントリが必要です。
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VCS がセキュアモードで動作しているとき、ユーザーのパスワードの割り当てまたは変更
はできません。
ユーザーの追加、変更および削除コマンドは、root ユーザーまたは管理者のみが実行
でき、VCS 設定が読み書き両用モードになっている必要があります。
p.202 の 「読み書き両方モードへの設定の変更」 を参照してください。
メモ: VCS をグラフィカルユーザーインターフェース Cluster Manager から監視および
管理するには、クラスタ設定にユーザーを追加しておく必要があります。

ユーザーの追加
Cluster Guest カテゴリのユーザーは、ユーザーを追加できません。
ユーザーを追加するには

1

設定を読み書き両用モードに設定します。
# haconf -makerw

2

ユーザーを追加します。
# hauser -add user [-priv <Administrator|Operator> [-group
service_groups]]

3

プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。

4

設定を読み取り専用モードに戻します。
# haconf -dump -makero

Cluster Administrator 権限をユーザーに追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -add user -priv Administrator

Cluster Operator 権限をユーザーに追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -add user -priv Operator
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Group Administrator 権限をユーザーに追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -add user -priv Administrator -group service_groups

Group Operator 権限をユーザーに追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -add user -priv Operator -group service_groups

1 つのノードでのみ Cluster Administrator 権限をユーザーに追加するには

1

設定を読み書き両用モードに設定します。
# haconf -makerw

2

ユーザーを追加します。
# hauser -add user@node.domain -priv Administrator

次に例を示します。
# hauser -add user1@sys1.domain1.com -priv

3

Administrator

設定を読み取り専用モードに戻します。
# haconf -dump -makero

1 つのノードでのみ Group Administrator 権限をユーザーに追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -add user@node.domain -priv Administrator -group service_groups

ユーザー権限の割り当てと削除
次の手順では、ユーザー権限を割り当てたり、削除したりする方法について説明します。
Administrator または Operator に権限を割り当てるには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hauser -addpriv user Adminstrator|Operator
[-group service_groups]
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Administrator または Operator から権限を削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hauser -delpriv user Adminstrator|Operator
[-group service_groups]

OS のユーザーグループに権限を割り当てるには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hauser -addpriv usergroup AdminstratorGroup|OperatorGroup
[-group service_groups]

OS のユーザーグループから権限を削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hauser -delpriv usergroup AdminstratorGroup|OperatorGroup
[-group service_groups]

ユーザーの変更
Cluster Guest 権限のユーザーは、パスワードを変更できません。
セキュアモードで実行されているクラスタ内の VCS ユーザーを変更することはできませ
ん。
ユーザーを変更するには

1

設定を読み取りまたは書き込みモードに設定します。
# haconf -makerw

2

ユーザーを変更するには、次のコマンドを入力します。
# hauser -update user

3

プロンプトが表示されたら新しいパスワードを入力します。

4

設定を読み取り専用モードに戻します。
# haconf -dump -makero

ユーザーの削除
ユーザーを VCS 設定から削除できます。
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ユーザーを削除するには

1

設定を読み取りまたは書き込みモードに設定します。
# haconf -makerw

2

Administrator および Operator アクセスのあるユーザーは、権限を削除してくださ
い。
# hauser -delpriv user Adminstrator|Operator [-group
service_groups]

3

登録済みのユーザーのうち、削除するユーザーを指定します。
# hauser -delete user

4

設定を読み取り専用モードに戻します。
# haconf -dump -makero

ユーザーの表示
このトピックでは、ユーザーとその権限のリストを表示する方法について説明します。
ユーザーのリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -list

すべてのユーザーの権限を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -display

特定のユーザーの権限を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hauser -display user

VCS のクエリーについて
VCS では、リソース、サービスグループ、システム、リソースタイプ、エージェント、クラス
タ、サイトなど、さまざまなクラスタオブジェクトにクエリーを発行できます。コマンドは、クラ
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スタ内の任意のシステムから実行できます。VCS 設定またはシステムの状態に関する情
報を表示するコマンドは、すべてのユーザーが実行できます。root 権限は必要ありませ
ん。

サービスグループのクエリー
このトピックでは、サービスグループでクエリーを実行する方法について説明します。
システム上のサービスグループの状態を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -state [service_group] [-sys system]

サービスグループのリソースを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -resources service_group

サービスグループの依存関係のリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -dep [service_group]

システム上のサービスグループを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -display [service_group] [-sys system]

service_group を指定しない場合、すべてのサービスグループに関する情報が表
示されます。
システムの属性を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -display [service_group]
[-attribute attribute] [-sys system]

システム名は、大文字小文字が区別されることに注意してください。
サービスグループの属性値を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -value service_groupattribute
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フェールオーバー先のシステムを予測するには
◆

エラー発生時にサービスグループのフェールオーバー先のシステムを表示するに
は、次のコマンドを使います。
# hagrp -forecast service_group [-policy failoverpolicy value] [-verbose]

ポリシーの値は Priority、RoundRobin、Load、BiggestAvailable のいずれかにな
ります。
メモ: サービスグループの状態が移行中の場合、-forecast オプションを使うことは
できません。たとえば、VCS はサービスグループがオンライン状態またはオフライン
状態への移行中であれば、コマンドを拒否します。
-forecast オプションはフェールオーバーのサービスグループ用でのみサポートさ

れます。オフラインのフェールオーバーのサービスグループの場合、VCS はサービ
スグループのフェールオーバーポリシーに基づいてフェールオーバー先システムを
選択します。
BiggestAvailable ポリシーは、サービスグループ属性 Load が定義されており、クラ
スタ属性 Statistics が Enabled の場合にのみ適用できます。
実際のサービスグループ FailOverPolicy は、どのポリシーとして設定することもでき
ますが、FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定されている場合と同様に予測
が行われます。

リソースのクエリー
このトピックでは、リソースに関するクエリーを実行する方法について説明します。
リソースの依存関係を表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -dep resource

メモ: 最小限のリソース依存関係のクエリーにこのコマンドを使うと、依存関係は通常
の 1 対 1 の依存関係として表示されます。
リソースに関する情報を表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -display resource

resource を指定しないと、すべてのリソースに関する情報が表示されます。
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サービスグループのリソースを表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -display -group service_group

リソースタイプのリソースを表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -display -Enter resource_type

システム上のリソースを表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -display -sys system

特定のリソースの属性値を表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -value resource attribute

最小限のリソース依存関係を表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -dep -atleast resource

コマンドの出力の例を次に示します。
#hares -dep -atleast
#Group Parent Child
g1
res1
res2,res3,res5,res6 min=2
g1
res7
res8

リソースタイプのクエリー
このトピックでは、リソースタイプに関するクエリーを実行する方法について説明します。
すべてのリソースタイプを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hatype -list
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特定のリソースタイプのリソースを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hatype -resources resource_type

リソースタイプに関する情報を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hatype -display resource_type

resource_type を指定しないと、すべてのタイプに関する情報が表示されます。
特定のリソースタイプの属性値を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hatype -value resource_type attribute

エージェントのクエリー
表 6-4 に、haagent -display コマンドによって表示されるエージェントのランタイム状
態の一覧を示します。
表 6-4

エージェントのランタイム状態

ランタイム状態

定義

Faults

障害が始まった時刻から 1 時間以内の障害となっているエージェントの数
と、各障害が始まった時刻を示します。

Messages

エージェントの状態に関するさまざまなメッセージを表示します。

Running

エージェントが動作していることを示します。

Started

ファイルが VCS エンジン（HAD）によって実行されていることを示します。

エージェントのランタイム状態を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haagent -display [agent]

agent を指定しないと、すべてのエージェントに関する情報が表示されます。
特定のエージェントの属性値を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haagent -value agentattribute
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システムのクエリー
このトピックでは、システムに関するクエリーを実行する方法について説明します。
クラスタ内のシステムのリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hasys -list

各システムに関する情報を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hasys -display [system]

system を指定しないと、すべてのシステムの属性名と値が表示されます。
特定のシステムの属性値を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hasys -value systemattribute

リソース利用率に関連するシステム属性を表示するには
◆

次のシステム属性のリソース利用率を表示するには、次のコマンドを使います。
■

Capacity

■

HostAvailableForecast

■

HostUtilization

# hasys -util system
-util オプションは、クラスタ属性 Statistics を Enabled に設定し、少なくとも 1 つ

のキーをクラスタ属性 HostMeters で定義した場合のみ適用できます。
また、このコマンドは HostUtilization および HostAvailableForecast の値が無効な
場合にはそのことを示します。

クラスタのクエリー
このトピックでは、クラスタに関するクエリーを実行する方法について説明します。
特定のクラスタの属性値を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haclus -value attribute
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クラスタに関する情報を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haclus -display

状態のクエリー
このトピックでは、クラスタのサービスグループの状態に関するクエリーを実行する方法に
ついて説明します。
メモ: hastatus コマンドに -summary オプションを追加して実行し、オンライン状態の遷
移が延々と出力されないようにします。コマンドをオプションなしで使った場合、CTRL+C
コマンドで中断するまでオンライン状態の遷移が繰り返し表示されます。
クラスタ内のすべてのサービスグループの状態（リソースを含む）を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hastatus

特定のサービスグループの状態（リソースを含む）を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hastatus [-sound] [-time] -group service_group
[-group service_group]...

サービスグループを指定しないと、すべてのサービスグループの状態が表示されま
す。 -sound オプションを使って、リソースに障害が起きるたびにベルを鳴らすことが
できます。
-timeオプションは状態が受信されたシステム時刻を印刷します。

特定システムのサービスグループとリソースの状態を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hastatus [-sound] [-time] -sys system_name
[-sys system_name]...

特定リソースの状態を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hastatus [-sound] [-time] -resource resource_name
[-resource resource_name]...
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クラスタの障害（障害が起きたサービスグループ、リソース、システム、リンク、エージェ
ントを含む）の状態を表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hastatus -summary

ログデータファイル（LDF）のクエリー
ログデータファイル（Log Data Files - LDF）には、対応する英語のメッセージに関連する
データが含まれます。通常、英語のログファイルごとに、対応する LDF が存在します。
hamsg の使用法のリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hamsg -help

現在のシステムで使用可能な LDF のリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hamsg -list

総合的な LDF データを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hamsg -info [-path path_name] LDF
-path オプションは、hamsg が特定の LDF を検索するパスを指定します。このパス

を指定しないと、hamsg は、次のデフォルトディレクトリにあるファイルを検索します。
/var/VRTSvcs/ldf
特定の LDF データを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hamsg [-any] [-sev C|E|W|N|I]
[-otype VCS|RES|GRP|SYS|AGT]
[-oname object_name] [-cat category] [-msgid message_ID]
[-path path_name] [-lang language] LDF_file
-any

hamsg に、指定したクエリーオプションのいずれかに一致するメッセー
ジを表示させます。

-sev

hamsg に、指定したメッセージの重要度（Critical、Error、Warning、
Notice、Information）に一致するメッセージを表示させます。
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-otype

hamsg に、指定したオブジェクトタイプに一致するメッセージを表示さ

せます。
■

VCS = 一般的な VCS メッセージ

■

RES = リソース

■

GRP = サービスグループ

■

SYS = システム

■

AGT = エージェント

-oname

hamsg に、指定したオブジェクト名に一致するメッセージを表示させ
ます。

-cat

hamsg に、指定したカテゴリに一致するメッセージを表示させます。た
とえば、メッセージ ID「V-16-2-13067」の値 2。

-msgid

hamsg に、指定したメッセージ ID に一致するメッセージを表示させま
す。たとえば、メッセージ ID「V-16-2-13067」の値 13067。

-path

hamsg が特定の LDF を検索するパスを指定します。このパスを指定
しないと、hamsg は、デフォルトのディレクトリ /var/VRTSvcs/ldf にあ
るファイルを検索します。

-lang

メッセージを表示する言語を指定します。 たとえば、値 en は英語を、
ja は日本語を指定します。

条件文を使った VCS オブジェクトのクエリー
一部のクエリーコマンドは、条件文のオプションを含んでいます。 条件文には、次の 3 つ
の形式があります。
Attribute=Value（属性は値と等しいです。）
Attribute!=Value（属性は値と等しくありません。）
Attribute=~Value（値は属性の接頭辞です。たとえば、resource = ~FAULTED 状態

のクエリーである場合、状態が FAULTED で始まるすべてのリソースが相当します。）
複数の条件文を使って、AND ロジックを定義することができます。
条件文に使える属性と値の組は、hagrp -display コマンドの実行結果で表示されるも
ののみです。
p.207 の 「サービスグループのクエリー」 を参照してください。
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条件文に一致する値を持つサービスグループのリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -list [conditional_statement]

条件文を指定しない場合、クラスタ内のすべてのサービスグループが表示されます。
条件文に一致する値を持つリソースのリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hares -list [conditional_statement]

条件文を指定しない場合、クラスタ内のすべてのリソースが表示されます。
条件文に一致する値を持つエージェントのリストを表示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haagent -list [conditional_statement]

条件文を指定しない場合、クラスタ内のすべてのエージェントが表示されます。

サービスグループの管理について
サービスグループの管理には、サービスグループの追加、削除、変更などのタスクがあり
ます。

サービスグループの追加と削除
このトピックでは、サービスグループを追加または削除する方法について説明します。
クラスタにサービスグループを追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -add service_group

service_group 変数は、クラスタに定義されているすべてのサービスグループにお
いて一意である必要があります。
このコマンドによりサービスグループが初期化され、さまざまなリソースを追加できる
ようになります。サービスグループを正しく追加するには、SystemList 属性を設定し
て、サービスグループをオンラインまたはオフラインにするシステムを定義する必要
があります。（SystemList 属性は、システム名とその優先順位を示す整数とがペア
になっている関連型です）。
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サービスグループを削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -delete service_group

サービスグループは、そのグループ中のすべてのリソースが削除されないと削除で
きません。

サービスグループ属性の変更
このトピックでは、サービスグループ属性を変更する方法について説明します。
サービスグループの属性を修正するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -modify service_group attribute value [-sys system]

value 変数は、次の書式になります。
system_name1 priority1 system_name2 priority2
変更する属性の適用範囲がローカルの場合には、コマンドの実行元であるシステム
の属性を変更する場合を除き、属性変更の対象とするシステムを指定する必要があ
ります。
たとえば、サービスグループ groupx の SystemList 属性に System A と System
B を設定するには、次のように入力します。
# hagrp -modify groupx SystemList -add SystemA 1 SystemB 2

同様に、サービスグループの AutoStartList 属性に設定するには、次のように実行
します。
# hagrp -modify groupx AutoStartList SystemA SystemB

また、サービスグループをパラレルサービスグループに設定することもできます。
Parallel 属性を 1 に設定するには、次のコマンドを実行します（この属性のデフォル
トは 0 です。サービスグループをフェールオーバーグループに設定する場合は、こ
の属性値に 0 を定義します）。:
# hagrp -modify groupx Parallel 1

リソースがすでにサービスグループに追加されている場合は、この属性を変更でき
ません。
SystemList、AutoStartList、Parallel 属性を変更する場合は、hagrp -modify コ
マンドを使います。システムが作成した（サービスグループの状態などの）属性を変
更することはできません。
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SystemList 属性の修正
hagrp -modify コマンドを使って、サービスグループの既存のシステムリストを変更でき

ます。オプション -modify、-add、-update、-delete、または -delete -keys を使う
ことができます。
たとえば、サービスグループ groupx の SystemList 属性に SystemA および SystemB
があらかじめ定義されていたとします。次に、クラスタ起動後、SystemList 属性に新しい
システムを追加します。
# hagrp -modify groupx SystemList -add SystemC 3

変更されるシステムで、サービスグループをオフラインにする必要があります。
サービスグループのシステムリストにシステムを追加する場合は、システムが事前にクラス
タに追加されている必要があります。 コマンドラインを使う場合は、hasys -add コマンド
を使うことができます。
サービスグループのシステムリストからシステムを削除する場合、削除対象のシステム上
でサービスグループがオンラインになっていると削除を実行できません。
-add や -update などの他のオプションを指定せずに hagrp -modify を使ってサービ

スグループの既存のシステムリストを変更しようとすると、コマンドは失敗します。

サービスグループのオンライン化
このトピックでは、サービスグループをオンラインにする方法について説明します。
サービスグループをオンライン状態にするには
◆

次のいずれかのコマンドを入力します。
# hagrp -online service_group -sys system
# hagrp -online service_group -site [site_name]
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あるシステム上でサービスグループを開始し、別のシステム上ですでにオンライン化さ
れているリソースのみをオンライン化するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -online service_group -sys system
-checkpartial other_system

サービスグループに別のシステムでオンラインになっているリソースがない場合に
は、このサービスグループは -sys オプションで指定されたシステムでオンラインにな
り、checkpartial オプションは無視されます。
checkpartial オプションは、フェールオーバー時に Preonline トリガが使うため、

注意してください。PreOnline =1 に設定されたサービスグループが障害を起こし、
別のシステム（システム 2）にフェールオーバーする場合、フェールオーバー前にシ
ステム 1 でオンラインとなっていたリソースのみが、システム 2 でオンラインとなりま
す。
サービスグループと関連する子サービスグループをオンラインにするには
◆

次のいずれかのコマンドを入力します。
■

# hagrp -online -propagate service_group -sys system

■

# hagrp -online -propagate service_group -any

■

# hagrp -online -propagate service_group -site site

メモ: -propagate オプションについては、hagrp コマンドに関連したマニュアルページ
を参照してください。

サービスグループのオフライン化
このトピックでは、サービスグループをオフラインにする方法について説明します。
サービスグループをオフライン化するには
◆

次のいずれかのコマンドを入力します。
# hagrp -offline service_group -sys system
# hagrp -offline service_group -site site_name
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すべてのリソースのプローブが完了しているシステムで、サービスグループをオフライン
化するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -offline [-ifprobed] service_group -sys system

サービスグループと関連のある親サービスグループをオフラインにするには
◆

次のいずれかのコマンドを入力します。
■

# hagrp -offline -propagate service_group -sys system

■

# hagrp -offline -propagate service_group -any

■

# hagrp -offline -propagate service_group -site site_name

メモ: -propagate オプションについては、hagrp コマンドに関連したマニュアルページ
を参照してください。

サービスグループの切り替え
サービスグループの切り替えでは、サービスグループを現在のシステムまたはサイトでオ
フライン化し、別のシステムまたはサイトでオンライン化する処理を行います。
システムから別のシステムにサービスグループを切り替えるには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -switch service_group -to system
# hagrp -switch service_group -site site_name

サービスグループは、完全にまたは部分的にオンラインである場合にのみ切り替え
ることができます。-switch オプションは、複数のシステムゾーンにまたがるハイブ
リッドサービスグループの切り替えではサポートされていません。
次のコマンドを使って、パラレルグローバルグループをクラスタ間で切り替えます。
# hagrp -switch service_group -any -clus remote_cluster

VCS は、リモートクラスタ内のオンライン化可能なすべてのノードでパラレルサービ
スグループをオンラインにします。
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サービスグループの移行
VCS は、仮想マシンを監視するリソースがあるサービスグループにライブ移行機能を提
供します。 サービスグループの移行処理には同時に、最小停止時間で移行元システム
から移行先システムにサービスグループを移動することも含まれます。
システムから別のシステムにサービスグループを移行するには
次のようにコマンドを入力します。

◆

# hagrp -migrate service_group -to system

サービスグループは、完全にオンラインである場合にのみ移行できます。-migrate
オプションは、サービスグループのフェールオーバーと SupportedOperations 属
性を「移行」に設定したリソースタイプでのみサポートされます。
p.799 の 「リソースタイプ属性」 を参照してください。
サービスグループは設定に関して次の必要条件を満たす必要があります。
■

SupportedOperations 属性を「migrate」に設定し、Operations 属性を「OnOff」に設
定している移行可能な単一の必須リソース

■

Operations 属性を「None」または「OnOnly」に設定しているその他のオプションリソー
ス

-migrate オプションは次の設定でサポートされます。
■

スタンドアロンのサービスグループ

■

次の設定の 1 つまたは両方が設定されているサービスグループ
■

online local soft または online local firm の依存関係がある並列子サービスグ
ループ

■

online global soft または online remote soft の依存関係がある並行またはフェー
ルオーバー親サービスグループ

サービスグループのフリーズとアンフリーズ
サービスグループをフリーズすると、そのサービスグループが別のシステムにフェール
オーバーされなくなります。このフリーズプロセスによって、サービスグループに対するオ
ンライン化およびオフライン化操作はすべて停止します。
サービスグループが ONLINE 状態にある場合に、そのサービスグループをフリーズする
と、このグループは ONLINE 状態のままになることに注意してください。
サービスグループをアンフリーズすると、そのサービスグループに対してオンライン化また
はオフライン化の操作を実行できるようになります。
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サービスグループをフリーズ（オンライン化、オフライン化、フェールオーバーの操作を無
効化）するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -freeze service_group [-persistent]
-persistent オプションを指定すると、クラスタを再ブートした後も、フリーズ状態を

維持できます。
サービスグループをアンフリーズ（オンライン化、オフライン化、フェールオーバーの操作
を再有効化）するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -unfreeze service_group [-persistent]

サービスグループの有効化と無効化
サービスグループは、オンラインにする前に有効にします。システムの保守作業を行うた
めに手動で無効にしたサービスグループは、保守が完了した後でオンライン化する必要
が生じる場合があります。
サービスグループを無効にすると、そのサービスグループはオンライン化できなくなりま
す。このプロセスによって、保守作業を実行しているシステムで、VCS によるサービスグ
ループの監視が一時的に停止します。
サービスグループを有効にするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -enable service_group [-sys system]

サービスグループは、有効にされている場合にのみオンライン化できます。
サービスグループを無効にするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -disable service_group [-sys system]

サービスグループは、無効にされている場合、オンライン化または切り替えができま
せん。
サービスグループ内のすべてのリソースを有効にするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -enableresources service_group
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サービスグループ内のすべてのリソースを無効にするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -disableresources service_group

リソースが無効にされている場合、エージェントはグループのリソースを監視しませ
ん。

サービスグループ内の障害の発生したリソースのクリア
リソースをクリアすると、障害を解消し、リソースをオンライン化可能な状態にできます。
サービスグループの非永続的なリソースの障害状態をクリアするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -clear service_group [-sys system]

リソースをクリアすると、リソースがクリアするのを待機している間ブロックされていた
オンラインプロセスが開始されます。
■

system を指定すると、このシステムでのみ障害のある非永続的なリソースがす
べてクリアされます。

■

system を指定しない場合、非永続的なリソースに障害が起きたグループの
SystemList 内のすべてのシステム上でサービスグループがクリアされます。

サービスグループで ADMIN_WAIT 状態のリソースをクリアするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -clearadminwait [-fault] service_group -sys system

p.467 の 「 エージェントファイルパスとバイナリの変更」 を参照してください。

サービスグループのフラッシュ
サービスグループがオンライン化またはオフライン化されると、そのグループ内のリソース
もオンライン化またはオフライン化されます。 オンライン操作かオフライン操作が特定のリ
ソースでハングアップした場合は、サービスグループをフラッシュして WAITING TO GO
ONLINE 状態または WAITING TO GO OFFLINE 状態をクリアします。 サービスグルー
プをフラッシュすると、通常、サービスグループは PARTIAL 状態のままになります。 この
プロセスを完了した後、必要に応じて特定のリソースに関する問題を解決し、サービスグ
ループの起動または停止を続行します。
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メモ: フラッシュ操作によって、実行中のリソース操作（オンライン、オフライン、移行、クリー
ニングなど）は一時停止されません。フラッシュコマンドが実行された後、実行中の操作
が正常に終了すると、操作によってはリソースの状態が変化する場合があります。
次に、hagrp -flush コマンドを使って、VCS の内部状態をクリアします。hagrp -flush
コマンドでは、リソースの状態が「waiting to go online」から「not waiting」に移行します。
hagrp -flush -force コマンドを使用して、リソースの状態を「waiting to go offline」か
ら「not waiting」に移行させる必要があります。
システム上のサービスグループをフラッシュするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -flush [-force] group
-sys system [-clus cluster | -localclus]

システム上のすべてのサービスグループをフラッシュするには

1

次のスクリプトを /opt/VRTSvcs/bin/ に haflush として保存します。
#!/bin/ksh
PATH=/opt/VRTSvcs/bin:$PATH; export PATH
if [ $# -ne 1 ]; then
echo "usage: $0 <system name>"
exit 1
fi
hagrp -list |
while read grp sys junk
do
locsys="${sys##*:}"
case "$locsys" in
"$1")
hagrp -flush "$grp" -sys "$locsys"
;;
esac
done

2

スクリプトを実行します。
# haflush systemname
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サービスグループのリンクの設定と解除
このトピックでは、サービスグループをリンクして、それらのサービスグループ間の依存関
係を作成する方法について説明します。
p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してください。
サービスグループをリンクするには
◆

次のコマンドを入力します。
# hagrp -link parent_group child_group
gd_category gd_location [gd_type]
parent_group

親グループの名前

child_group

子グループの名前

gd_category

グループの依存関係のカテゴリ（online/offline）

gd_location

依存関係の範囲（local/global/remote/site）

gd_type

グループの依存関係のタイプ（soft/firm/hard）。デフォルトは firm で
す。

サービスグループのリンクを解除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hagrp -unlink parent_group child_group

エージェントの管理
正常な状況では、VCS エージェントは自動的に起動し、停止します。
エージェントを起動するには
◆

次のコマンドを実行します。
haagent -start agent -sys system
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エージェントを停止するには
◆

次のコマンドを実行します。
haagent -stop agent [-force] -sys system
-force オプションを指定すると、エージェントのリソースがオンライン状態でも、その

エージェントは停止します。リソースをオフラインにしないでエージェントを更新する
場合は、-force オプションを使います。

リソースの管理について
リソースの管理には、リソースの追加、削除、変更、リンク、リンク解除、プローブ、クリア
や、リソースのオンライン化/オフライン化などのタスクがあります。

リソースの追加について
リソースを追加すると、リソースのタイプの静的属性以外のすべての属性とそのデフォル
ト値が、新しいリソースに設定されます。
次の 3 つの属性も作成され、リソースに追加されます。
■

Critical（デフォルト = 1）:オンライン中にリソースまたはその子リソースに障害が発生
すると、サービスグループ全体が faulted として設定され、フェールオーバーが行わ
れます。
最小限のリソースセットでは、クリティカルなリソースのエラーはリソースセットと関連付
けられた最小必要条件を満たすまで容認されます。

■

AutoStart（デフォルト = 1）:リソースを AutoStart に設定すると、サービスグループの
コマンドに応じてオンラインになります。サービスグループがオンラインであると見なさ
れるためには、AutoStart=1 と指定されたすべてのリソースがオンラインである必要が
あります（この属性は、サービスグループの AutoStart 属性とは無関係です）。

■

Enabled: リソースを Enabled に設定すると、そのリソースタイプ用のエージェントに
よってリソースが管理されます。デフォルトは、main.cf 設定ファイルに定義されてい
るリソースの場合は 1 で、コマンドラインで追加されたリソースの場合は 0 です。

メモ: コマンドラインでリソースを追加する場合、複数の手順を踏む必要があり、手順が完
了するまでエージェントがリソースを管理しないようにする必要があります。設定ファイル
に定義されているリソースの場合、エージェントが起動される前に手順は完了します。

リソースの追加
このトピックでは、サービスグループにリソースを追加したり、サービスグループからリソー
スを削除したりする方法について説明します。
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リソースを追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -add resource resource_type service_group

リソース名はクラスタ全体で重複がないようにする必要があります。追加するリソース
タイプは、コマンドを実行する前に、タイプ定義ファイルに定義されている必要があ
ります。 リソースは service_group グループに属しています。

リソースの削除
このトピックでは、サービスグループからリソースを削除する方法について説明します。
リソースを削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -delete resource

VCS はオンラインリソースを削除しません。ただし、DeleteOnlineResources 属性
の値を変更することによってオンラインリソースの削除を有効にできます。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
リソースを強制的に削除するには、-force オプションを使います。このオプションは、
DeleteOnlineResources 属性の値には関係なくリソースをオフラインにします。
hares -delete -force resource

リソース属性の追加、削除、変更
リソース名はクラスタ全体において一意である必要があり、システムによって定義されてい
るリソース属性（リソースの状態など）は変更できません。
新しいリソースを変更するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -modify resource attribute value
hares -modify resource attribute value
[-sys system] [-wait [-time waittime]]

value 変数は、作成する属性のタイプに依存します。
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新規リソースの Enabled 属性を 1 に設定するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -modify resourceA Enabled 1

Enabled 属性を 1 に設定すると、リソースを管理するエージェントがシステムで起動
します。つまり、VCS エンジンによるリソース障害の監視が開始します。エージェント
の監視は、Enabled 属性が 0 に設定されている場合は無効です。
リソース属性を追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
haattr -add resource_type attribute
[value] [dimension] [default ...]

value 変数は、-string（デフォルト）、-integer、-boolean のいずれかです。
dimension 変数は、-scalar（デフォルト）、-keylist、-assoc、-vector のいずれかで
す。
default 変数は、属性のデフォルト値であり、value および dimension と矛盾しない
ようにする必要があります。 これには、省略記号（...）が示すように、複数の項目が
含まれる場合があります。
リソースの属性を削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
haattr -delete resource_type attribute

静的リソースの属性を追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
haattr -add -static resource_type static_attribute
[value] [dimension] [default ...]

静的リソースの属性を削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
haattr -delete -static resource_type static_attribute

一時的なリソース属性を追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
haattr -add -temp resource_type attribute
[value] [dimension] [default ...]

227

第 6 章 コマンドラインによるクラスタの管理
リソースの管理について

一時的なリソースの属性を削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
haattr -delete -temp resource_type attribute

リソースの属性のデフォルト値を変更するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
haattr -default resource_type attribute new_value ...

変数 new_value は、属性の新しいデフォルト値を示します。

属性のローカル化定義
属性をローカル化すると、グループの SystemList 内の各システムについて、その属性
がシステムごとの値を持つようになります。これらの属性は、リソース単位でローカル化さ
れます。 たとえば、resource の attribute_name 属性のみをローカル化するには、次の
ように入力します。
hares -local resource attribute_name

グローバル属性は、hares -local コマンドでは変更できません。
表 6-5 は、属性をローカル化するために使われるコマンドを属性の種類別に示していま
す。
表 6-5

VCS 属性のローカル化

値の種類

タスクとコマンド

スカラー

値の変更。
-modify [object] attribute_name value [-sys system]
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値の種類

タスクとコマンド

ベクトル

■

値のリストの変更。
-modify [object] attribute_name value [-sys system]

■

既存のリストに値のリストを追加。
-modify [object] attribute_name -add value [-sys
system]

■

ユーザーが入力する値を使ってリストを更新。
-modify [object] attribute_name -update entry_value
... [-sys system]

■

ユーザーが指定した値をリストから削除します（リストに同じ値が複数回
出現する場合、すべての出現箇所からその値が削除されます）。
-modify [object] attribute_name -delete <key> ...
[-sys system]

■

リストからすべての値を削除します。
-modify [object] attribute_name -delete -keys [-sys
system]

■

キーのリストの変更（キーの重複は許可されていません）。
-modify [object] attribute_name value ... [-sys
system]

■

キーをリストに追加（キーの重複は許可されていません）。
-modify [object] attribute_name -add value ...
[-sys system]

■

ユーザーが入力するキーをリストから削除。
-modify [object] attribute_name -delete key ...
[-sys system]

■

すべてのキーをリストから削除。
-modify [object] attribute_name -delete -keys [-sys
system]

keylist
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値の種類

タスクとコマンド

関連

■

キーと値のペアのリストを変更（キーの重複は許可されていません）。
-modify [object] attribute_namevalue ... [-sys
system]

■

ユーザーが入力するキーと値のペアのリストを既存のリストに追加（キー
の重複は許可されていません）。
-modify [object] attribute_name -add value ...[-sys
system]

■

各キーの値をユーザーが入力する値に変更。
-modify [object] attribute_name -update keyvalue
... [-sys system]

■

ユーザーが入力するキーに該当するキーと値のペアを削除。
-modify [object] attribute_name -delete key ...
[-sys system]

■

すべてのキーと値のペアを関連型から削除。
-modify [object] attribute_name -delete -keys [-sys
system]
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メモ: 複数の値を指定したときに、その中に無効な値が 1 つ存在していた
場合、無効な値に関するエラーが戻されますが、その他の値の処理は続行
されます。SystemList 属性に sysb は含まれているが、sysa は含まれてい
ない場合、次の例では、sysb は削除されますが、sysa についてはエラー
メッセージがログに送信されます。
hagrp -modify group1 SystemList -delete sysa sysb
[-sys ]

属性のグローバル化定義
hares -global コマンドを使って属性のクラスタ全体の値を設定します。

すべてのシステムの属性値を設定するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# hares -global resourceattributevalue ... | key... | {keyvalue}...

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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p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
p.799 の 「リソースタイプ属性」 を参照してください。
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。
これらの属性を設定する際のエージェント固有の推奨事項については、『Symantec
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。

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。
/lib/svc/method/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.191 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、カスタム
エージェントの IMF を有効または無効にします。
p.233 の 「スクリプトによるエージェントの IMF の有効化と無効化」 を参照してください。
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スクリプトによるエージェントの IMF の有効化と無効化
VCS は、エージェントと AMF モジュールに対して IMF を有効または無効にするための
スクリプトを提供します。VCS が動作している場合でも、停止している場合でも、スクリプ
トを使用できます。 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。
このスクリプトは、クラスタの各ノードで同じコマンドを使用して実行する必要があります。
たとえば、あるノードのすべての IMF 対応エージェントに対して IMF を有効にした場合
は、このアクションを他のクラスタノードでも繰り返す必要があります。
以下の手順は、スクリプトを使用して、エージェントに対して IMF を有効または無効にす
る方法を示しています。
p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
p.799 の 「リソースタイプ属性」 を参照してください。

すべての IMF 対応エージェントに対する IMF の有効化と無効化
すべての IMF 対応エージェントに対して IMF を有効または無効にするには、以下のよ
うにします。
すべての IMF 対応エージェントに対して IMF を有効にするには
◆

次のコマンドを実行します。
haimfconfig

-enable

すべての IMF 対応エージェントに対して IMF を無効にするには
◆

次のコマンドを実行します。
haimfconfig

-disable

メモ: 前述の haimfconfig コマンドは、すべての IMF 対応エージェントを対象にしてい
ます。

一連のエージェントに対する IMF の有効化と無効化
一連のエージェントに対して IMF を有効または無効にするには、以下のようにします。
一連のエージェントに対して IMF を有効にするには
◆

次のコマンドを実行します。
haimfconfig

-enable -agent agent(s)
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このコマンドは、指定したエージェントに対して IMF を有効にします。 また、モジュー
ルがまだ読み込まれていない場合は、システム上の AMF モジュールの設定と読み
込みも行います。 エージェントがカスタムエージェントの場合、モード値が正しく設
定されていなければ、コマンドは Mode 値と MonitorFreq 値の入力を求めるメッ
セージを表示します。
■

VCS が実行中の場合、このコマンドでは設定のダンプとエージェントの再起動
が必要になる場合があります。 続行するかどうかの確認を求めるメッセージが表
示されます。 ［Yes］を選択すると、実行中のエージェントが再起動され、設定が
ダンプされます。 また、IMF を有効にするために Mode 値（指定したすべての
エージェントの場合）と MonitorFreq 値（カスタムエージェントのみの場合）を適
切に設定します。 実行されていないエージェントの場合、このコマンドは Mode
値（指定したすべてのエージェントの場合）と MonitorFreq 値（指定したすべて
のカスタムエージェントのみの場合）を変更して、エージェントの起動時に IMF
がエージェントに対して有効になるようにします。
メモ: 設定変更を永続的にするかどうかを確認するメッセージが表示されます。
［いいえ（No）］を選択すると、コマンドは終了します。 ［はい（Yes）］を選択すれ
と、IMF が有効になり、haconf -dump -makero コマンドを使用して設定がダ
ンプされます。

■

VCS が実行中でない場合は、VCS 設定ファイルを変更することにより、Mode 値
（指定されたすべてのエージェント）と MonitorFreq 値（指定されたすべてのカ
スタムエージェントのみ）を変更する必要性があります。 コマンドは設定ファイル
を変更する前に、確認のメッセージを表示します。 ［はい（Yes）］を選択すると、
VCS 設定ファイルが変更されます。 VCS の開始時に、指定したエージェントに
対して IMF が有効になります。

例
haimfconfig

-enable -agent MountApplication

このコマンドは、マウントエージェントとアプリケーションエージェントに対して IMF を有効
にします。
一連のエージェントに対して IMF を無効にするには
◆

次のコマンドを実行します。
haimfconfig

-disable -agent agent(s)

このコマンドは、各エージェントと、Mode 値を上書きしたすべてのリソースで Mode 値
を 0 に変更することによって、指定されたエージェントの IMF を無効にします。
■

VCS が実行中の場合、このコマンドは、エージェントの Mode 値と、これらエー
ジェントのすべてのリソースの上書きされた Mode 値を 0 に変更します。
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メモ: 設定の変更を永続的な変更にするかどうかを尋ねるメッセージが表示され
ます。 ［いいえ（No）］を選択すると、コマンドは終了します。 ［はい（Yes）］を選
択すれと、IMF が有効になり、haconf -dump -makero コマンドを使用して設
定がダンプされます。

■

VCS が実行中でない場合、Mode 値の変更はすべて、VCS 設定ファイルを変
更することにより行う必要があります。 コマンドは設定ファイルを変更する前に、
確認のメッセージを表示します。 ［はい（Yes）］を選択すれと、設定ファイルで
Mode 値が 0 に設定されます。

例
haimfconfig

-disable

-agent Mount Application

このコマンドは、マウントエージェントとアプリケーションエージェントに対して IMF を無効
にします。

システム上の AMF の有効化と無効化
AMF を有効または無効にするには、以下のようにします。
システム上の AMF を有効にするには
◆

次のコマンドを実行します。
haimfconfig

-enable -amf

このコマンドは、AMF 設定ファイルで AMF_START の値を 1 に設定します。また、シ
ステム上の AMF モジュールの設定と読み込みも行います。
システム上の AMF を無効にするには
◆

次のコマンドを実行します。
haimfconfig

-disable -amf

このコマンドは、AMF が設定され読み込まれている場合、システム上の AMF モ
ジュールを設定解除して読み込み解除します。 また、AMF 設定ファイルで
AMF_START の値を 0 に設定します。
メモ: エージェントが AMF に登録されている場合、AMF は、このコマンドによって直接に
設定解除されることはありません。 スクリプトは、AMF を設定解除する前に、すべてのエー
ジェントに対して AMF を強制的に無効にするかどうかを確認するメッセージを表示しま
す。
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スクリプトによる設定変更の表示
コマンドで実行される手順の要約を表示するには、以下のようにします。
スクリプトがエージェントに対して IMF を有効にしたときに行った変更を表示するには
次のコマンドを実行します。

◆

haimfconfig -validate

-enable -agent agent

スクリプトがエージェントに対して IMF を無効にしたときに行った変更を表示するには
次のコマンドを実行します。

◆

haimfconfig -validate

-disable -agent agent

メモ: このスクリプトは $VCS_LOG/log/haimfconfig_A.log ファイルも生成します。この
ログには、スクリプトが実行するすべてのコマンドについての情報が記録されています。
コマンド出力と戻り値もログに記録されます。 最新の 10 個のログがバックアップされま
す。

エージェントの現在の IMF 状態の表示
現在の IMF 状態を表示するには
次のコマンドを実行します。

◆

haimfconfig -display

エージェントの状態は、次のいずれかになっています。
■

ENABLED: IMF はエージェントに対して有効になっています。

■

DISABLED: IMF はエージェントに対して無効になっています。

■

ENABLED|PARTIAL: IMF はエージェントの一部のリソースに対して部分的に有効
になっています。 考えられる理由は次のとおりです。
■

エージェントのモード値がタイプレベルでは正しく設定されていて、リソースレベル
では正しく設定されていない。

■

エージェントのモード値がリソースレベルでは正しく設定されていて、タイプレベル
では正しく設定されていない。

Examples:
IMF が Mount エージェントに対して無効になっている場合（モードが 0 に設定されてい
る）で、インストールされている残りの IMF 対応エージェントに対して有効になっている場
合
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haimfconfig -display
#Agent

STATUS

Application

ENABLED

Mount

DISABLED

Process

ENABLED

DiskGroup

ENABLED

Zone

ENABLED

IMF が Mount エージェントに対して無効になっている場合（VCS が実行されていて、
エージェントは実行されているが AMF モジュールに登録されていない場合）で、インス
トールされている残りの IMF 対応エージェントに対して有効になっている場合
haimfconfig -display
#Agent

STATUS

Application

ENABLED

Mount

DISABLED

Process

ENABLED

DiskGroup

ENABLED

Zone

ENABLED

IMF がインストールされているすべての IMF 対応エージェントに対して無効になってい
る場合（AMF モジュールが読み込まれていない場合）
haimfconfig -display
#Agent

STATUS

Application

DISABLED

Mount

DISABLED

Process

DISABLED

DiskGroup

DISABLED

Zone

DISABLED
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IMF が Mount エージェントに対して部分的に有効になっている場合（モードがタイプレ
ベルで 3、一部のリソースに対してリソースレベルで 0 に設定されている場合）で、インス
トールされている残りの IMF 対応エージェントに対して完全に有効になっている場合
haimfconfig -display
#Agent

STATUS

Application

ENABLED

Mount

ENABLED|PARTIAL

Process

ENABLED

DiskGroup

ENABLED

Zone

ENABLED

IMF が Mount エージェントに対して部分的に有効になっている場合（モードがタイプレ
ベルで 0、一部のリソースに対してリソースレベルで 3 に設定されている場合）で、インス
トールされている残りの IMF 対応エージェントに対して完全に有効になっている場合
haimfconfig -display
#Agent

STATUS

Application

ENABLED

Mount

ENABLED|PARTIAL

Process

ENABLED

DiskGroup

ENABLED

Zone

ENABLED

リソースのリンクの設定と解除
複数のリソースのリンクを設定して、それらのリソース間の依存関係を指定します。リソー
スには、必要な数だけ親と子を設定できます。リソースのリンクを設定する場合、Operations
属性が None または OnOnly に設定されているリソースは親リソースに設定できません。
具体的には、None はエージェントがリソースをオンラインにもオフラインにもできないリ
ソース、OnOnly はエージェントがリソースをオンラインにだけできるリソースであるためで
す。
依存関係でループを形成することは、VCS エンジンによって自動的に禁止されます。異
なるサービスグループのリソース間にリソースリンクを設定することはできません。
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リソースをリンクするには
◆

次のコマンドを入力します。
hares -link parent_resource child_resource

変数 parent_resource がオンラインになるには、これがオンラインになる前に
child_resource がオンラインである必要があります。逆に、parent_resource は
child_resource がオフラインになる前にオフラインになります。
たとえば、IP リソースがオンラインになるには先に NIC リソースが利用可能となって
いる必要があるため、IP タイプのリソース IP 1 と NIC タイプの NIC1 には次のよう
に依存関係を指定します。
hares -link IP1 NIC1

リソースのリンクを解除するには
◆

次のコマンドを入力します。
hares -unlink parent_resource child_resource

最小限のリソース依存関係の設定
最小限のリソース依存関係では、親リソースが 1 組の子リソースに依存します。親リソー
スは、このリソースセットの子リソースの最小数がオンラインである場合にのみオンライン
になり、オンライン状態を継続できます。
最小限のリソース依存関係を設定するには次のコマンドを入力します。このコマンドは子
リソースが 5 つあることを前提にしています。これよりも子リソースが多い場合は、スペー
スを入れないでリソース名を入力します。
hares -link parent_resource
child_res1,child_res2,child_res3,child_res4,child_res5 -min
minimum_resources

例を次に示します。
hares -link res1 res2,res3,res4,res5,res6 -min 2

前の例では、親リソース（res1）が子リソース（res2、res3、res4、res5、res6）に依存して
います。親リソースは、2 つ以上のリソースがオンラインになるとオンラインになり、2 つ以
上の子リソースがオンラインになるまでの間のみオンライン状態を継続できます。

リソースのオンライン化
このトピックでは、リソースをオンラインにする方法について説明します。
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リソースをオンラインにするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -online resource -sys system

リソースのオフライン化
このトピックでは、リソースをオフラインにする方法について説明します。
リソースをオフラインにするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -offline [-ignoreparent|parentprop] resource -sys system
-ignoreparent オプションを使うと、サービスグループ内の親リソースがオンライン

の場合でも、リソースをオフラインにできます。このオプションは、リソースをオフライ
ンにするとグループ依存性に違反する場合には機能しません。
リソースとその親リソースをオフラインにするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -offline -parentprop resource -sys system

コマンドは特定のリソースをオフラインにする前にすべての親リソースを順番に停止
します。
リソースをオフラインにし、その子にこのコマンドを伝播するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -offprop [-ignoreparent] resource -sys system

前述のコマンドと同じように、-ignoreparent オプションを使うと、サービスグループ
内の親リソースがオンラインの場合でも、リソースをオフライン化できます。このオプ
ションは、リソースをオフラインにするとグループ依存性に違反する場合には機能し
ません。

リソースのプローブ
このトピックでは、リソースをプローブする方法について説明します。
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エージェントにシステム上のリソースの監視を指示するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -probe resource -sys system

すぐにプロンプトが返されますが、監視プロセスはプロンプトが返されるまでに完了
していない場合があります。

リソースのクリア
このトピックでは、リソースをクリアする方法について説明します。
リソースをクリアするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
RESOURCE_FAULTED から RESOURCE_OFFLINE への状態変更を開始しま
す。
hares -clear resource [-sys system]

リソースをクリアすると、リソースがクリアするのを待機している間ブロックされていた
オンラインプロセスが開始されます。 system を指定しない場合、サービスグループ
の SystemList 属性内の各システムで障害がクリアされます。
p.222 の 「サービスグループ内の障害の発生したリソースのクリア」 を参照してくださ
い。
このコマンドを使うと、リソースの親リソースが自動的にクリアされます。Operations
静的属性が None と定義されている永続的なリソースは、このコマンドではクリアさ
れず、raw ディスクを交換するなど、物理的に対処する必要があります。この作業に
より、エージェントは自動的に状態を更新します。

リソースタイプの管理について
リソースタイプの管理には、次のアクティビティが含まれます。

リソースタイプの追加、削除、変更
リソースタイプを作成したら、haattr コマンドを使って、その属性を追加します。 デフォ
ルトでは、リソースタイプ情報は、types.cf 設定ファイルに格納されています。
リソースタイプを追加するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hatype -add resource_type
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リソースタイプを削除するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hatype -delete resource_type

リソースタイプを削除する前に、そのタイプに属するすべてのリソースを削除する必
要があります。
VCS を停止せずに main.cf のリソースタイプを追加または変更するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hatype -modify resource_type SourceFile "./resource_type.cf"

resource_type に関する情報は、config/resource_type.cf ファイルに格納さ
れ、main.cf ファイルに resource_type.cf の include 行が追加されます。このコ
マンドを実行する前に、SourceFile へのパスがすべてのノード上に存在することを
確認します。
静的リソースタイプ属性の値を設定するには
◆

スカラー属性の次のコマンドを入力します。
hatype -modify resource_type attribute value

詳細情報を表示するには、次のように入力します。
hatype -help -modify

リソースタイプの静的属性の無効化
リソースタイプの静的属性の一部は、無効にして、そのリソース固有の値を割り当てること
ができます。静的属性を無効にし、設定を保存すると、main.cf ファイルでは、リソース定
義に静的属性とその無効にされた値の行がインクルードされます。
タイプの静的属性を無効にするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -override resource static_attribute

タイプの静的属性をデフォルト設定にリストアするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hares -undo_override resource static_attribute
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リソースタイプのスケジュール属性と優先度属性の初期化について
次の設定は、設定ファイルでリソースタイプのスケジュールおよび優先度属性を初期化
する方法を示します。ここでは、FileOnOff リソースを例にします
type FileOnOff (
static str AgentClass = RT
static str AgentPriority = 10
static str ScriptClass = RT
static str ScriptPriority = 40
static str ArgList[] = { PathName }
str PathName
)

スケジュール属性と優先度属性の設定
このトピックでは、スケジュール属性と優先度属性を設定する方法について説明します。
メモ: AgentClass および AgentPriority 属性の場合、変更は即座に有効になります。
ScriptClass 属性と ScriptPriority 属性については、変更内容は、hatype コマンドの実
行後に実行されるスクリプトから有効になります。
AgentClass を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hatype -modify resource_type AgentClass value

たとえば、FileOnOff リソースの AgentClass 属性を RealTime に設定するには、
次のように実行します。
hatype -modify FileOnOff AgentClass "RT"

AgentPriority を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hatype -modify resource_type AgentPriority value

たとえば、FileOnOff リソースの AgentPriority 属性を 10 に設定するには、次のよ
うに実行します。
hatype -modify FileOnOff

AgentPriority "10"
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ScriptClass を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hatype -modify resource_type ScriptClass value

たとえば、FileOnOff リソースの ScriptClass を RealTime に設定するには、次のよ
うに実行します。
hatype -modify FileOnOff ScriptClass "RT"

ScriptPriority を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hatype -modify resource_type ScriptPriority value

たとえば、FileOnOff リソースの ScriptClass を 40 に設定するには、次のように入
力します。
hatype -modify FileOnOff ScriptPriority "40"

システムの管理
システムの管理には、システム属性の修正、システムのフリーズまたはアンフリーズ、コマ
ンドの実行などのタスクがあります。
システムの属性を変更するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hasys -modify modify_options

一部の属性は VCS 内部で使うもので、変更することができません。
p.180 の 「-modify オプションについて」 を参照してください。
llttab ファイルに定義されているシステムのノード ID の値を表示するには
◆

次のファイルに定義されているシステムのノード ID の値を表示するには、次のコマ
ンドを入力します。
/etc/llttab
hasys -nodeid [node_ID]
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システムをフリーズ（システム上でのグループのオンライン化または切り替えを禁止）す
るには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hasys -freeze [-persistent] [-evacuate] system
-persistent

クラスタを再ブートした後も、フリーズ状態を維持できます。フリーズ状
態を維持するには、クラスタの設定が読み書き両用モードで、ディスク
に保存（ダンプ）される必要があります。

-evacuate

フリーズが有効になる前に、そのシステム上のアクティブなサービスグ
ループをクラスタ内の別のシステムにフェールオーバーできます。

フリーズされたシステムをアンフリーズ（サービスグループのオンライン化および切り替
えを再有効化）するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hasys -unfreeze [-persistent] system

クラスタ内の任意のシステムでコマンドを実行するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
hacli -cmd command [-sys | -server system(s)]

指定したシステムで実行されるようにコマンドを発行します。システムで VCS が実行
されている必要があります。
hacli コマンドを使うには、HacliUserLevel を少なくとも COMMANDROOT に設定
する必要があります。デフォルトでは、HacliUserLevel は NONE に設定されていま
す。
システム A の root ユーザーが別のシステム B の root 権限を使うことが望ましくな
い場合は、システム B で HacliUserLevel の設定を NONE（デフォルト）のままにし
ておく必要があります。
-sys オプションの引数として、シングルスペースで区切られた複数のシステムを指
定することが可能です。システムを指定しない場合、コマンドは、VCS が RUNNING
状態になっているクラスタ内のすべてのシステムで実行されます。コマンド内に区切
り文字やオプションが含まれている場合、コマンドの引数は、二重引用符で囲んで
入力する必要があります。

クラスタの管理について
クラスタの管理には、次のアクティビティが含まれます。
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クラスタの UUID 値の設定と設定解除
インストーラを使って VCS をインストールするとき、インストーラはクラスタの UUID（全世
界で一意な ID）の値を生成します。 この値はクラスタのすべてのノード間で共通です。
uuidconfig ユーティリティを使うと、クラスタノード上でクラスタの UUID を表示、コピー、
設定、設定解除できます。
システム間で ssh または rsh 通信が設定されていることを確認します。このユーティリティ
はデフォルトで ssh を使います。
VCS ノード上でクラスタの UUID 値を表示するには
◆

次のコマンドを実行してクラスタの UUID 値を表示します。
■

特定のノードが対象の場合:
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -display sys1
[sys2 sys3...]

■

/etc/llthosts ファイルで指定された全ノードが対象の場合:
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -display
-use_llthost

VCS ノード上でクラスタの UUID を設定するには
◆

次のコマンドを実行してクラスタの UUID 値を設定します。
■

特定のノードが対象の場合:
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -configure
sys1 [sys2 sys3...]

■

/etc/llthosts ファイルで指定された全ノードが対象の場合:
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure
-use_llthost

ユーティリティは、クラスタの UUID がいずれかの VCS ノード上に存在するかど
うかに基づいて、クラスタノード上でクラスタの UUID を設定します。
■

クラスタ UUID が存在しないか、クラスタ UUID がクラスタノード間で異なる場合、
ユーティリティは次の処理を行います。
■

/opt/VRTSvcs/bin/osuuid を使って新しいクラスタ UUID を生成します。

■

/etc/vx/.uuids/clusuuid ファイルを作成します。ユーティリティはこの場

所にクラスタの UUID を保存します。
■

クラスタ内のすべてのノード上でクラスタの UUID を設定します。
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■

クラスタの UUID が存在し、その UUID がすべてのノード上で同一である場合、
ユーティリティはその UUID を保持します。
既存のクラスタ UUID を破棄して新しいクラスタ UUID を作成するには、-force
オプションを使います。

■

クラスタ内の一部のノードにクラスタ UUID が存在し、その UUID が同一である
場合、ユーティリティは残りのノードに既存の UUID を設定します。

VCS ノード上でクラスタの UUID を設定解除するには
◆

次のコマンドを実行してクラスタの UUID 値を設定解除します。
■

特定のノードが対象の場合:
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus
-unconfigure sys1 [sys2 sys3...]

■

/etc/llthosts ファイルで指定された全ノードが対象の場合:
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus
-unconfigure -use_llthost

ユーティリティは /etc/vx/.uuids/clusuuid ファイルをノードから削除します。
クラスタ UUID をノード間でコピーするには
◆

次のコマンドを実行してクラスタの UUID 値をコピーします。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -copy
-from_sys sys -to_sys sys1 sys2 [sys3...]

ユーティリティは、-from_sys オプションで指定されたシステムから、-to_sys オプ
ションで指定されたすべてのシステムにクラスタの UUID をコピーします。

バージョン情報の取得
このトピックでは、システム上で実行されている VCS のバージョンに関する情報を取得す
る方法について説明します。
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システム上の VCS バージョンに関する情報を取得するには

1

エンジンバージョン、結合バージョン、ビルド日時、PSTAMP に関する情報を取得
するには、次のいずれかのコマンドを実行します。
had -version
hastart -version

2

エンジンバージョンに関する情報を取得するには、次のいずれかのコマンドを実行
します。
had -v
hastart -v

システムの追加と削除
このトピックでは、クラスタへのシステムの追加と削除に関連するタスクの概要について説
明します。
詳細な手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してくだ
さい。
クラスタにシステムを追加するには

1

VCS のハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たしていることを確認してくださ
い。

2

新しいシステムからプライベート通信リンクを設定します。

3

新しいシステムに VCS と必要なパッチをインストールします。

4

VCS ライセンスキーを追加します。
p.184 の 「VCS ライセンスのインストールについて」 を参照してください。

5

LLT と GAB を設定し、クラスタメンバーシップの新しいシステムを含めます。

6

hasys -add コマンドを使って、新しいシステムを追加します。

クラスタからノードを削除するには

1

現在の設定ファイル main.cf のバックアップコピーを作成します。

2

ノードからすべての VCS サービスグループを切り替えるか、削除します。他のサー
ビスグループが依存しているサービスグループを削除対象のノードで実行している
場合は、そのノードを削除できません。

3

ノード上で VCS を停止します。
hastop -sys systemname
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4

すべてのサービスグループの SystemList からシステムを削除します。
hagrp -modify groupname SystemList -delete systemname

5

クラスタからノードを削除します。
hasys -delete systemname

6

残りの各ノードで、/etc/llthosts ファイルからノードのエントリを削除します。

7

残りの各ノードで、/etc/gabtab ファイルのノードカウントエントリを変更します。

8

クラスタを残して、ノードの GAB と LLT を設定解除します。

9

VCS および他のパッケージをノードから削除します。

10 GAB と LLT の設定ファイルをノードから削除します。

VCS で使うポートの変更
VCS とそのコンポーネントが使うデフォルトポートの一部を変更できます。
VCS 環境内で実行できる変更と、変更に関連するポートの情報を以下に一覧で示しま
す。
■

VCS のデフォルトポートの変更。
VCS サービス名のエントリを /etc/services ファイルに追加します。次に例を示し
ます。
vcs-app 3333/tcp # Veritas Cluster Server

この例で、3333 は VCS を実行するポート番号です。 エンジンが起動すると、この例
で設定したポート（3333）でサービスへの応答を準備します。ポートを変更するには、
クラスタのすべてのノードで /etc/services ファイルに変更を加える必要があります。
■

エージェントまたは HA コマンドに変更を加える必要はありません。エージェントと HA
コマンドは、TCP/IP 接続ではなく、ローカルにある UDS ソケットを使ってエンジンに
接続します。

■

VCS_HOST 環境変数が提供する機能を使って、リモートで動作する VCS エンジン
（HAD）と通信するために実行する HA コマンドについては、変更を加える必要はあ
りません。 HA コマンドは /etc/services ファイルを照会して適切なポートに接続
するので、これらの設定を変更する必要はありません。

■

Java コンソールの GUI については、GUI へのログイン中に GUI に接続させるポー
ト番号を指定できます。 /etc/services ファイルで設定されたポート番号（たとえば、
前の例の 3333）を指定する必要があります。
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デフォルトポートを変更するには

1

Stop VCS.

2

エントリサービス名 vcs-app を /etc/services に追加します。
vcs-app 3333/tcp # Veritas Cluster Server

3

ポートを変更するには、クラスタのすべてのノードで /etc/services ファイルに変
更を加える必要があります。

4

VCS を再起動します。

5

ポートを確認します。
# netstat -an|grep 3333
*.3333 *.* 0 0 49152 0 LISTEN
*.3333 *.* 0 0 49152 0 LISTEN

6

Java コンソールを使って、ポート 3333 経由で VCS に接続します。

コマンドラインからのクラスタ属性の設定
このトピックでは、コマンドラインからクラスタ属性を設定する方法について説明します。
メモ: EngineClass および EnginePriority 属性の場合、変更は即座に有効になります。
ProcessClass 属性と ProcessPriority 属性については、変更内容は、haclus コマンド
の実行後に実行されるプロセスからのみ有効になります。
クラスタ属性を変更するには
◆

次のコマンドを入力します。
# haclus [-help [-modify]]

EngineClass を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haclus -modify EngineClass value

たとえば、EngineClass 属性を RealTime に設定するには、次のように実行します。
# haclus -modify EngineClass "RT"
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EnginePriority を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haclus -modify EnginePriority value

たとえば、EnginePriority を 20 に設定するには、次のように実行します。
# haclus -modify EnginePriority "20"

ProcessClass を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haclus -modify ProcessClass value

たとえば、ProcessClass を TimeSharing に設定するには、次のように実行します。
# haclus -modify ProcessClass "TS"

ProcessPriority を更新するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# haclus -modify ProcessPriority value

たとえば、ProcessPriority を 40 に設定するには、次のように実行します。
# haclus -modify ProcessPriority "40"

設定ファイル内のクラスタ属性の初期化について
クラスタを設定するときに、クラスタ属性の値を割り当てることができます。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
次の設定例を確認します。
cluster vcs-india (
EngineClass = "RT"
EnginePriority = "20"
ProcessClass = "TS"
ProcessPriority = "40"
)

クラスタのセキュアモードの有効化と無効化
このトピックでは、クラスタでセキュアモードを有効、無効にする方法について説明します。
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VCS クラスタのセキュアモードを有効化するには

1

# hasys -state

出力で SysState の値が RUNNING と表示されている必要があります。

2

セキュアモードまたは FIPS でのセキュアモードを有効にできます。
セキュアモードを有効にするには、-security オプションを使って installvcs プロ
グラム を開始します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -security

FIPS でのセキュアモードを有効にするには、-security-fips オプションを使って
installvcs プログラム を開始します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -security -fips

セキュアモードがすでに有効になっていて、FIPS でのセキュアモードに移行する必
要がある場合は、次の手順を完了してください。
p.253 の 「セキュアモードから FIPS によるセキュアモードへの移行」 を参照してくだ
さい。
インストーラは、ログが作成されるディレクトリを表示します。

3

出力により、インストーラが VCS 設定ファイルが存在するか検証していることを確認
します。
インストーラは、クラスタのすべてのシステムで VCS が動作しているかどうかも確認
します。

4

また、クラスタがセキュアモードか、非セキュアモードかを確認します。 クラスタが非
セキュアモードである場合、セキュアモードを有効に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 enable secure mode in this cluster? [y,n,q] (y) y

5

インストーラが VCS の設定ファイルを変更してクラスタのセキュアモードを有効にし、
VCS を再起動したら、その出力を確認します。
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VCS クラスタのセキュアモードを無効化するには

1

-security オプションを指定して installvcs プログラム を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -security

FIPS でのセキュアモードを無効にするには、次のコマンドを使います。
# /opt/VRTS/install/installvcs -security -fips

インストーラは、ログが作成されるディレクトリを表示します。

2

インストーラが検証を続行したら、その出力を確認します。

3

また、クラスタがセキュアモードか、非セキュアモードかを確認します。 クラスタがセ
キュアモードである場合、セキュアモードを無効に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 disable secure mode in this cluster? [y,n,q] (y) y

4

インストーラが VCS の設定ファイルを変更してクラスタのセキュアモードを無効にし、
VCS を再起動したら、その出力を確認します。

セキュアモードから FIPS によるセキュアモードへの移行
セキュアモードから FIPS によるセキュアモードに移行するには

1

セキュリティの設定を解除します。
# installvcs -security

2

3

次のディレクトリにあるクレデンシャルをクリアします。
■

/var/VRTSvcs/vcsauth

■

/var/VRTSat

■

/var/VRTSat_lhc

■

.VRTSat（すべての VCS ユーザーのホームディレクトリから）

セキュリティを FIPS モードで設定します。
# installvcs -security -fips

第 6 章 コマンドラインによるクラスタの管理
VCS コマンドを使うスクリプトでの -wait オプションの使用

VCS コマンドを使うスクリプトでの -wait オプションの使
用
-wait オプションは、VCS コマンドを使って属性値が指定値に変わるまで待機するスク

リプトで使用します。 このオプションは、特定の値が変更されるか、指定したタイムアウト
が期限切れになるまで、VCS コマンドをブロックします。 タイムアウトは秒単位で設定し
ます。
このオプションは、スカラー属性への変更と一緒にのみ使えます。
-wait オプションは、次のコマンドでサポートされています。
haclus

haclus -wait attributevalue
[-clus cluster] [-time timeout]
-clus オプションは、グローバルクラスタ環境で使ってください。

hagrp

hagrp -wait group attribute value
[-clus cluster] [-sys system] [-time timeout]
-sys は、属性の範囲がローカルの場合に使ってください。
-clus オプションは、グローバルクラスタ環境で使ってください。

hares

hares -wait resourceattributevalue
[-clus cluster] [-sys system] [-time timeout]
-sys は、属性の範囲がローカルの場合に使ってください。
-clus オプションは、グローバルクラスタ環境で使ってください。

hasys

hasys -wait system attributevalue
[-clus cluster] [-time timeout]
-clus オプションは、グローバルクラスタ環境で使ってください。

詳細は、これらのコマンドに関連するマニュアルページを参照してください。

HA ファイアドリルの実行
HA ファイアドリルを実行する場合は、サービスグループはオンラインである必要がありま
す。
p.302 の 「HA ファイアドリルを使ったリソースフェールオーバーのテストについて」 を参照
してください。

254

第 6 章 コマンドラインによるクラスタの管理
コマンドラインによるシミュレートクラスタの管理について

特定のリソースに対して HA ファイアドリルを実行するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -action <resname> <vfdaction>.vfd -sys <sysname>

フェールオーバーがシステム上でのリソースのオンライン化を要求する場合、コマン
ドは、インフラチェックを実行して、<sysname> というシステムに <resname> という
リソースをホストするために必要なインフラがあるかどうかを検証します。 <sysname>
変数に、リソースがオフライン状態のシステムの名前を指定します。 <vfdaction> 変
数は、エージェントに定義される Action を指定します。 リソースタイプの HA ファイ
アドリルチェックは、リソースの SupportedActions 属性で定義され、.vfd 接尾辞で
識別できます。
サービスグループに対して HA ファイアドリルを実行するには
◆

次のコマンドを入力します。
# havfd <grpname> -sys <sysname>

フェールオーバーがシステム上でのサービスグループのオンライン化を要求する場
合、コマンドは、インフラチェックを実行して、<sysname> というシステムに
<grpname> というサービスグループ内のリソースをホストするために必要なインフラ
があるかどうかを検証します。 <sysname> 変数に、グループがオフライン状態のシ
ステムの名前を指定します。
検出されたエラーを修復するには
◆

次のコマンドを入力します。
# hares -action <resname> <vfdaction>.vfd -actionargs fix -sys
<sysname>

<vfdaction> 変数は、システム <sysname> について、エラーを報告した検査を表
します。 リソースタイプの HA ファイアドリルチェックは、リソースの SupportedActions
属性で定義され、.vfd 接尾辞で識別できます。

コマンドラインによるシミュレートクラスタの管理について
VCS Simulator は、クラスタ設定の作成とシミュレーションを支援するツールです。VCS
Simulator を使うと、クラスタまたはシステム障害時のサービスグループの動作を予測し、
状態の遷移を表示し、各種の設定パラメータを指定および微調整することができます。
このツールは、複雑なマルチノード設定を評価するときに特に役立ちます。このツールの
便利な点は、テストクラスタまたは既存の設定への変更を必要とせずに、特定の設定を
設計できることです。
フェールオーバーのルールを制御する Load や Capacity などの属性の値を、シミュレー
トされた環境で微調整することもできます。 VCS Simulator によってさまざまな設定をシ
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ミュレートし、正しい選択を行うために必要な情報を得ることができます。グローバルクラス
タをシミュレートすることもできます。
p.303 の 「VCS シミュレータについて」 を参照してください。
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VCS でのアプリケーションと
リソースの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

リソースとアプリケーションの設定

■

UNIX の VCS 付属エージェント

■

NFS サービスグループの設定

■

RemoteGroup エージェントの設定について

■

Samba サービスグループの設定について

■

コーディネーションポイントエージェントの設定

■

HA ファイアドリルを使ったリソースフェールオーバーのテストについて

リソースとアプリケーションの設定
VCS でリソースとアプリケーションを設定するには、次の作業を実行します。
■

アプリケーションに必要なすべてのリソースから構成されるサービスグループを作成し
ます。
リソースを設定するために、VCS の管理に使われる、サポートされている任意のコン
ポーネントを使うことができます。
p.48 の 「 VCS 管理用のコンポーネント」 を参照してください。

■

必要なリソースをサービスグループに追加して、そのリソースを設定します。
たとえば、VCS にデータベースを設定するには、データベースのリソース、基になる
共有ストレージのリソース、およびネットワークリソースを設定する必要があります。
適切なエージェントを使ってリソースを設定します。
p.258 の 「UNIX の VCS 付属エージェント」 を参照してください。
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リソースを設定するには、その各種属性値を定義する必要があります。
VCS が提供するエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
リソースはサービスグループ内で論理的にグループ化する必要があります。リソース
に障害が発生した場合、サービスグループ全体を別のノードにフェールオーバーし
ます。
■

リソース間の依存関係を割り当てます。たとえば、IP リソースは NIC リソースに依存し
ます。

■

サービスグループをオンラインにしてリソースを利用可能にします。

UNIX の VCS 付属エージェント
付属エージェントは、その付属エージェントによって高可用性化されるリソースタイプに
従って分類されます。
p.258 の 「ストレージエージェントについて」 を参照してください。
p.260 の 「Network エージェントについて」 を参照してください。
p.261 の 「ファイル共有エージェントについて」 を参照してください。
p.262 の 「サービスエージェントとアプリケーションエージェントについて」 を参照してくだ
さい。
p.264 の 「VCS インフラエージェントとサポートエージェントについて」 を参照してくださ
い。
p.265 の 「テストエージェントについて」 を参照してください。

ストレージエージェントについて
ストレージエージェントは共有ストレージを監視し、共有ストレージの可用性を高めます。
ストレージには、共有ディスク、ディスクグループ、ボリューム、マウントが含まれます。
DiskGroup エージェントは、IMF ベースの監視と、従来のポーリングベースの監視の両
方をサポートしています。
次のエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
表 7-1 は、ストレージエージェントとその説明を示しています。
表 7-1

ストレージエージェントとその説明

Agent

説明

Disk

物理ディスクまたはパーティションを監視します。Disk リソースには、依存関
係はありません。
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Agent

説明

DiskGroup

Veritas Volume Manager（VxVM）ディスクグループのオンライン化、オフラ
イン化、監視を行ったり、その可用性を高めたりします。DiskGroup エージェ
ントは、IMF ベースの監視と、従来のポーリングベースの監視の両方をサ
ポートしています。
DiskGroup リソースには、依存関係はありません。

DiskGroupSnap

リソースのオンライン化、オフライン化、ファイアドリルのテストに使われるディ
スクグループの監視を行います。 DiskGroupSnap エージェントを使うと、
VxVM 拡張ミラーリングが設定されたキャンパスクラスタ環境内の設定の整
合性とデータの整合性を確認できます。 DiskGroupSnap エージェントのリ
ソースを含むサービスグループには、アプリケーションのサービスグループ
に対するオフラインローカル依存関係があります。 これは、ファイアドリルサー
ビスグループとアプリケーションサービスグループが同じサイトでオンライン
にならないようにするためです。

Volume

Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームの可用性を高めるとともに、こ
のボリュームのオンライン化、オフライン化、監視を行えるようにします。
Volume リソースは DiskGroup リソースに依存します。

VolumeSet

VolumeSet - Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームセットのオンラ
イン化、オフライン化、監視を行います。 高可用性のあるボリュームセットに
するには VolumeSet エージェントを使います。 VolumeSet リソースは
DiskGroup リソースに依存します。

Mount

リソースのオンライン化、オフライン化、ファイルシステムまたは NFS クライア
ントのマウントポイントの監視を行ったり、その可用性を高めたりします。
Mount エージェントは、IMF ベースの監視と、従来のポーリングベースの監
視の両方をサポートしています。
Mount エージェントを DiskGroup や Volume などのエージェントと併用す
ると、アプリケーションでストレージを使用できます。
p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。

Zpool

ZFS ストレージプールのオンライン化、オフライン化、監視を行います。

SFCache

システムキャッシュを有効化、無効化、監視します。 アプリケーションパフォー
マンスはキャッシュエラーが発生した場合に影響を受けますが、同じシステ
ムでシームレスに動作します。 SFCache エージェントは属性によってこの
問題を制御します。 キャッシュエラーが発生した場合、「CacheFaultPolicy」
を IGNORE または FAILOVER に設定できます。
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Network エージェントについて
Network エージェントは、ネットワークリソースを監視し、IP アドレスとコンピュータ名の可
用性を高めます。 Network エージェントは、IPv4 と IPv6 アドレスの両方をサポートして
います。 ただし、2 つのタイプのアドレスを同時に使うことはできません。
次のエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
表 7-2 は、Network エージェントとその説明を示しています。
表 7-2

Network エージェントとその説明

Agent

説明

NIC

設定された NIC を監視します。 ネットワークのリンクに失敗した場合、また
は NIC に問題が起きた場合は、リソースに FAULTED のマークが付きます。
NIC エージェントを使うと、単一アダプタ上の単一 IP アドレスの可用性を高
めたり、監視したりできます。このリソースには、子の依存関係はありません。

IP

あるインターフェース上に仮想 IP アドレスとそのサブネットマスクを設定する
処理を管理します。 IP エージェントを使うと、単一アダプタ上の単一 IP ア
ドレスを監視できます。 仮想 IP アドレスを割り当てる前に、物理的な（また
は管理用の）基本 IP アドレスを使ってインターフェースを有効にしておく必
要があります。

MultiNICA

ネットワークインターフェースのセットに相当し、各ネットワークインターフェー
ス間のフェールオーバー機能を実現します。 MultiNICA エージェントを使う
と、複数アダプタシステム上の IP アドレスの可用性を高めたり、監視したり
できます。 MultiNICA リソースがアクティブなデバイスを変更した場合、その
MultiNICA エージェントは IP アドレスの移動を処理します。

IPMultiNIC

MultiNICA リソースの 1 つのインターフェース上にエイリアスとして設定され
た仮想 IP アドレスを管理します。 このインターフェースに障害が起きた場
合、IPMultiNIC エージェントは MultiNICA リソースとともに動作して、バック
アップ NIC にフェールオーバーします。 IPMultiNIC エージェントは、シス
テム上で最も適した NIC の選択を MultiNICA エージェントに依存します。

MultiNICB

IPMultiNICB エージェントとともに動作します。 MultiNICB エージェントが
別のシステムへのフェールオーバーを試行する前に、同じシステム上の複
数の NIC への IP アドレスのフェールオーバーを可能にします。 エージェ
ントを使って、IP アドレスを複数アダプタシステムでいつでも利用できるよう
にしたり、監視したりできます。 MultiNICB リソースには、依存関係はありま
せん。
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Agent

説明

IPMultiNICB

MultiNICB エージェントとともに動作します。 IPMultiNICB エージェントは、
MultiNICB リソースが指定するアクティブネットワークデバイス上の仮想 IP
アドレス（IP エイリアス）を設定および管理します。 MultiNICB エージェント
が特定のインターフェースを障害発生として報告するとき、IPMultiNICB エー
ジェントはその IP アドレスを次のアクティブインターフェースに移動します。
IPMultiNICB リソースは MultiNICB リソースに依存します。

DNS

ホスト名の IP アドレスや正規名（CNAME）へのマッピングを更新して監視し
ます。 DNS エージェントは、DNS ゾーンに対するこれらのタスクを、ノード
をサブネットにまたがってフェールオーバー（広域フェールオーバー）すると
きに実行します。 フェールオーバーのターゲットノードとソースノードが異な
るサブネット上にある場合は、DNS エージェントを使います。 DNS エージェ
ントは、ネームサーバーを更新し、クライアントがアプリケーションサービスの
フェールオーバーインスタンスに接続できるようにします。

ファイル共有エージェントについて
ファイルサービスエージェントは共有ディレクトリとサブディレクトリの可用性を高めます。
これらのエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
表 7-3 は、ファイル共有エージェントとその説明を示しています。
表 7-3

ファイル共有エージェントとその説明

Agent

説明

NFS

NFS クライアントからの要求を処理する NFS デーモンを管理します。 NFS
エージェントは、NFS サーバー上の rpc.nfsd/nfsd デーモンと rpc.mountd
デーモンを管理します。 また、NFSv4 サポートが有効になっている場合は、
rpc.idmapd/nfsmapid デーモンも管理します。

NFSRestart

アプリケーションのフェールオーバーやサーバーのクラッシュが起きた場合
は、NFS ロックリカバリを提供します。また、NFSRestart エージェントは、
サービスグループのフェールオーバーが起きる前に NFS サーバーのクライ
アントとのすべての TCP 接続を閉じることによって、NFS ACK ストームの
可能性も防止します。 また、基本的な NFS のロックデーモンとステータス
デーモンである lockd と statd も管理します。

Share

リモートシステムがマウントする NFS ファイルシステムのエクスポート時に、
単一のローカルリソースの共有、共有解除、監視を行います。Share リソー
スは NFS に依存します。NFS サービスグループでは、リソースの IP ファミ
リは Share リソースに依存します。

261

第 7 章 VCS でのアプリケーションとリソースの設定
UNIX の VCS 付属エージェント

Agent

説明

SambaServer

smbd プロセスをデーモンとして起動、停止、監視します。 SambaServer
エージェントを使うと、smbd デーモンの可用性を高めたり、監視したりでき
ます。smbd デーモンは Samba 共有サービスを提供します。 SambaServer
エージェントを SambaShare エージェントや NetBIOS エージェントとともに
使うと、UNIX または UNIX に類似するオペレーティングシステムで動作し
ているシステムが Microsoft ネットワークプロトコルを使ってサービスを提供
できます。 このエージェントには、依存関係のあるリソースはありません。

SambaShare

指定された Samba 設定ファイルを変更することによって、共有の追加、削
除、監視を行います。 SambaShare エージェントを使うと、Samba 共有の
可用性を高めたり、監視したりできます。 SambaShare リソースは、
SambaServer、NetBios、Mount の各リソースに依存します。

NetBIOS

nmbd デーモンの起動、停止、監視を行います。 NetBIOS エージェントを
使うと、nmbd デーモンの可用性を高めたり、監視したりできます。 nmbd プ
ロセスは NetBIOS 名、つまりネットワーク内で Samba サーバーを認識す
るために使う名前をブロードキャストします。 NetBios リソースは、IP または
IPMultiNIC リソースに依存します。

サービスエージェントとアプリケーションエージェントについて
サービスエージェントとアプリケーションエージェントは、Web サイト、アプリケーション、プ
ロセスの可用性を高めます。
これらのエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
表 7-4 は、サービスエージェントとアプリケーションエージェントとそれらの説明を示して
います。
表 7-4

サービスエージェントとアプリケーションエージェントとそれらの説明

Agent

説明

AlternateIO

VCS ストレージとネットワークサービスグループを監視します。さらに、これ
らのネットワークサービスグループは制御ドメインと代替 I/O ドメインからゲス
トの論理ドメインにエクスポートされる冗長 I/O サービスを監視します。

262

第 7 章 VCS でのアプリケーションとリソースの設定
UNIX の VCS 付属エージェント

Agent

説明

Apache

Apache サーバーのオンライン化、オフライン化、そのプロセスの監視を行
います。 Apache Web サーバーエージェントを他のエージェントとともに使っ
て、Apache Web サーバーの可用性を高めます。 このタイプのリソースは
IP、Mount の各リソースに依存します。 Apache エージェントは、管理者が
Apache Web サーバーを適切な手順を経て停止したことを検出できます。
Apache が適切な手順を経て停止した場合、エージェントは Apache が停
止していても、リソース違反をトリガしません。
Apache エージェントは、オンライン監視のための IMF ベースの監視と、従
来のポーリングベースの監視の両方をサポートしています。

Application

アプリケーションのオンライン化とオフライン化、およびその状態の監視を行
います。 さまざまなプログラムのオンライン、オフライン、監視ルーチンに対
して異なる実行可能ファイルを指定するには、 Application エージェントを
使います。 これらの実行ファイルは、各ノードに存在する必要があります。
Application エージェントを使って、付属エージェント、エンタープライズエー
ジェント、カスタムエージェントがないアプリケーションに高可用性を提供で
きます。 このリソースタイプは、IP、IPMultiNIC、Mount の各リソースに依存
することがあります。 Application エージェントは、IMF ベースの監視と、従
来のポーリングベースの監視の両方をサポートしています。
p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。

Process

ユーザーが指定したプロセスの起動、停止、監視を行います。 Process エー
ジェントを使って、プロセスの可用性を高めます。 このリソースタイプは、IP、
IPMultiNIC、Mount の各リソースに依存することがあります。 Process エー
ジェントは、IMF ベースの監視と、従来のポーリングベースの監視の両方を
サポートしています。
p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。

ProcessOnOnly

ユーザーが指定したプロセスの起動と監視を行います。 このエージェントを
使って、プロセスの可用性を高めます。このリソースには、子の依存関係は
ありません。

Zone

Solaris 10 のゾーンのオンライン化、オフライン化、監視、クリーンを行いま
す。Zone エージェントを使うと、ゾーンの可用性を高めたり、監視したりでき
ます。 通常、Zone リソースには依存関係はありません。 ただし、ゾーンルー
トが共有ストレージに存在する場合は、リソースに Mount と DiskGroup のリ
ソースが必要になることがあります。 Zone エージェントは、IMF ベースの監
視と、従来のポーリングベースの監視の両方をサポートしています。

LDom

論理ドメイン（LDom）のオンライン化、オフライン化、それらの監視を行いま
す LDoms を使用して LDom を監視したり、LDom をいつでも利用できるよ
うにすることができます。LDom のリソースは NIC リソースに依存します。 ま
た、Mount、Volume、Zpool、Disk のようなストレージリソースにも依存しま
す。
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Agent

説明

Project

Solaris プロジェクトの追加、削除、監視を行います。 Project エージェント
を使って、プロジェクトをいつでも利用できるようにしたり、監視したりできま
す。

VCS インフラエージェントとサポートエージェントについて
VCS インフラエージェントとサポートエージェントは、Veritas コンポーネントと VCS オブ
ジェクトを監視します。
これらのエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
表 7-5 は、VCS インフラエージェントとサポートエージェントとそれらの説明を示していま
す。
表 7-5

VCS インフラエージェントとサポートエージェントとそれらの説明

Agent

説明

NotifierMngr

notifier プロセスを開始、停止、監視し、可用性を向上させます。nortifier プ
ロセスは VCS からのメッセージ受信、SNMP コンソールと SMTP サーバー
へのメッセージ配信を管理します。NotifierMngr リソースは NIC リソースに
依存できます。

Proxy

ローカルシステムまたはリモートシステム上の別のリソースの状態をミラー化
します。 このエージェントは、特定のリソースを指定および変更し、その状態
にその代理リソース（proxy リソース）を反映させる方法を提供します。 リソー
スの状態をレプリケートするとき、Proxy エージェントを使うことができます。
たとえば、NFS リソースを使うサービスグループは、Proxy リソースを使うこ
とができます。 Proxy リソースは、別のパラレルサービスグループ内の NFS
リソースをポイントできます。

Phantom

VCS が、OnOff リソースを含まないパラレルサービスグループの状態を判
定できるようにします。依存関係は Phantom のリソースのためにありません。

RemoteGroup

異なる VCS クラスタ上に設定されているアプリケーション間の依存関係を確
立します。 たとえば、ローカルクラスタに Apache リソースを設定し、リモート
クラスタに MySQL のリソースを設定すれ場合、Apache リソースは MySQL
リソースに依存します。 RemoteGroup エージェントを使えば、この 2 つの
リソース間のこの依存関係を確立できます。また、リモートクラスタ内のサー
ビスグループの監視と管理ができます。

CoordPoint

I/O フェンシングのコーディネーションポイントを監視します。
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テストエージェントについて
テストエージェントは、VCS 機能のテストに役立つプログラムサポートリソースに高可用性
を提供します。
これらのエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
表 7-6 は、VCS テストエージェントとその説明を示しています。
表 7-6

テストエージェントとその説明

Agent

説明

ElifNone

ファイルを監視し、ファイルの不在を調べます。ElifNone エージェントを使っ
て、サービスグループの動作をテストできます。ElifNone リソースには、依存
関係はありません。

FileNone

ファイルを監視し、ファイルの存在を調べます。FileNone エージェントを使っ
て、サービスグループの動作をテストできます。FileNone リソースには、依
存関係はありません。

FileOnOff

ファイルの作成、削除、監視を行います。 FileOnOff エージェントを使うと、
サービスグループの動作をテストできます。FileOnOff リソースには、依存関
係はありません。

FileOnOnly

ファイルの作成と監視を行いますが、ファイルの削除は行いません。
FileOnOnly エージェントを使うと、サービスグループの動作をテストできま
す。FileOnOnly リソースには、依存関係はありません。

NFS サービスグループの設定
この項では NFS の機能と NFS の設定方法について説明します。

NFS について
ネットワークファイルシステム（NFS）を使うと、ネットワークユーザーは NFS サーバーに
格納されている共有ファイルにアクセスできます。 ユーザーは、ファイルがローカルディ
スクにあるように共有ファイルを透過的に操作できます。

NFS の用語
NFS の操作で使われる重要な用語を次に示します。
NFS サーバー

ネットワーク上のユーザーにローカルファイルシステムをアクセスできるよ
うにするコンピュータ。
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NFS クライアント

NFS サーバーによって使用できるようにされたファイルシステムにアクセ
スするコンピュータ。

rpc.mountd

NFS サーバーで実行するデーモン。 NFS クライアントからの初期要求
を処理します。 NFS クライアントは mount コマンドを使って要求を行い
ます。

rpc.nfsd/nfsd

NFS サーバーで実行するデーモン。 NFS クライアントからの NFS 要求
のほとんど（NFS の読み書き要求など）を処理するステートレスカーネル
スレッドで形成されます。

rpc.lockd/lockd

NFS サーバーと NFS クライアントで実行するデーモン。
サーバー側では、NFS クライアントからのロック要求を受信し、カーネル
ベースの nfsd に要求を渡します。
クライアント側では、ユーザーからの NFS ロック要求を NFS サーバー上
の rpc.lockd/lockd に転送します。

rpc.statd/statd

NFS サーバーと NFS クライアントで実行するデーモン。
サーバー側では、ロックを持っている NFS クライアントと、ロックを試みて
いる NFS クライアントについての情報を保持します。 NFS サーバーが
クラッシュの後でリカバリした場合、rpc.statd/statd はすべての NFS クラ
イアントにサーバークラッシュの前に持っていたロックを再要求するよう通
知します。 このプロセスは NFS ロックリカバリと呼ばれます。
クライアント側では、ユーザーがロックを要求したサーバーのリストを保持
します。 また、サーバーの statd/rpc.statd からの通知を処理します。NFS
クライアントがクラッシュの後でリカバリした場合、rpc.statd/statd は NFS
サーバーに、クライアントが再起動してからのクライアントの監視を停止す
るよう通知します。

rpc.idmapd/nfsmapid NFSv4 のユーザー名とグループをシステムのローカルなユーザー名と
グループにマップする userland デーモン。 このデーモンは NFSv4 に
固有です。
rpc.svcgssd

NFS サーバーで実行する userland デーモン。 RPC デーモンに
rpcsec_gss セキュリティを提供します。

NFSv4

NFS の最新バージョン。 ステートフルなプロトコルです。 NFXv4 では、
rpc.nfsd/nfsd デーモンだけがシステム上で実行している必要がありま
す。 関連するデーモン rpc.mountd、statd、lockd は必要ありません。

NFS の管理と設定について
VCS はエージェントを使用して NFS に関するエンティティを監視および管理します。こ
のようなエージェントとしては、NFS エージェント、Share エージェント、NFSRestart エー
ジェント、IP エージェント、IPMultiNIC エージェント、IPMultiNICA エージェントなどがあ
ります。
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これらのエージェントと、NFS 高可用性の提供におけるその役割について詳しくは、
『Symantec 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。
p.261 の 「ファイル共有エージェントについて」 を参照してください。

NFS サービスグループの設定
複数の方法で、VCS を使用して NFS を設定できます。 VCS でサポートされる NFS
サービスグループに対して、次の設定がサポートされています。
■

単一 NFS 環境用の設定
単一の仮想 IP アドレスからすべてのローカルディレクトリをエクスポートするためにこ
の設定を使います。 この設定では、NFS リソースはフェールオーバーサービスグルー
プに含まれ、クラスタ環境全体で NFS 関連サービスグループは 1 つだけ存在しま
す。 この設定はロックリカバリをサポートし、潜在的な NFS ACK ストームも処理しま
す。 この設定は NFSv4 もサポートします。 p.267 の 「単一 NFS 環境用の設定」 を
参照してください。

■

複数 NFS 環境用の設定
複数の仮想 IP アドレスから NFS 共有をエクスポートするためにこの設定を使いま
す。 各サービスグループが 1 つの仮想 IP アドレスを持つ複数の NFS 共有サービ
スグループを作成する必要があります。 NFS は異なるパラレルサービスグループの
一部であること注意してください。 この設定はロックリカバリをサポートし、潜在的な
NFS ACK ストームも防ぎます。 この設定は NFSv4 もサポートします。 p.269 の 「複
数 NFS 環境用の設定」 を参照してください。

■

別のストレージを使う複数の NFS 環境の設定
別のサービスグループにすべてのストレージリソースを入れるために、この設定を使
います。 Mount や DiskGroup などのストレージリソースは異なるサービスグループ
に含まれます。 この設定では、NFS 共有サービスグループはストレージサービスグ
ループに依存します。 SFCFSHA はストレージリソースを含むサービスグループがパ
ラレルサービスグループであるこの設定を使います。 p.271 の 「別のストレージを使う
NFS の構成」 を参照してください。

■

パラレルサービスグループの NFS サービスの設定
この設定は、NFS サービスを実行するときにのみ使います。 NFSRestart エージェ
ントによって提供される機能が必要な場合は、この設定を使わないでください。 この
設定は、NFS ロックリカバリをサポートせず、潜在的な NFS ACK ストームも防止しな
いため、いくつかの欠点があります。シマンテック社はこの設定を推奨しません。
p.272 の 「パラレルサービスグループのすべての NFS サービスの設定」 を参照して
ください。

単一 NFS 環境用の設定
単一の仮想 IP アドレスからすべてのローカルディレクトリをエクスポートするためにこの
設定を使います。 この設定では、NFS リソースはフェールオーバーサービスグループに
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含まれ、クラスタ環境全体で NFS 関連サービスグループは 1 つだけ存在します。 この
設定はロックリカバリをサポートし、潜在的な NFS ACK ストームも処理します。 この設定
は NFSv4 もサポートします。

NFS エクスポートのサービスグループの作成
このサービスグループには、エクスポート用の Share リソースと IP リソースが含まれます。
Share リソースの PathName 属性の値が共有ストレージ上に存在し、その値をクラスタ
内の全ノードから参照できる必要があります。
NFS エクスポートのサービスグループを作成するには

1

サービスグループ内に NFS リソースを作成します。
メモ: NFSv4 を使う場合は、NFSRestart リソースの NFSLockFailover を 1 に設定
する必要があります。

2

NFS エクスポート用のバッキングストアを VxVM を使って設定する場合、エクスポー
トするマウントポイントに対する DiskGroup リソースと Mount リソースを作成します。
詳しくは『Symantec Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』の「ストレー
ジエージェント」を参照してください。

3

NFSRestart リソースを作成します。 この NFSRestart リソースの Lower 属性を 1
に設定します。NFSRes 属性がシステム上の NFS リソースを示していることを確認
します。
NFS ロックリカバリの場合は、NFSLockFailover 属性と LocksPathName 属性の
値が適切であることを確認します。 NFSRestart リソースは、このサービスグループ
に対して設定されている Mount リソースと NFS リソースに依存します。
メモ: NFSRestart リソースは、NFS の preonline トリガと postoffline トリガを除去し
ます。

4

Share リソースを作成します。 エクスポートするマウントポイントに PathName を設
定します。複数の共有がある場合は、PathName 属性の値が異なる複数の Share
リソースを作成します。 サービスグループに設定されているすべての Share リソー
スは、Lower 属性の値が 1 である NFSRestart リソースに対する依存関係を持つ
必要があります。

5

IP リソースを作成します。この IP リソースの Address 属性の値は、クライアントシス
テム上の NFS エクスポートをマウントするために使われます。この IP リソースに、
サービスグループで設定された Share リソースに対する依存関係を設定します。
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6

NFS ロックリカバリを使う場合、DNS リソースを作成します。DNS リソースは IP リソー
スに依存します。DNS リソースの設定方法については、設定例を参照してください。

7

NFSRestart リソースを作成します。NFSRes 属性を、システム上で設定された NFS
リソース（nfs）に設定します。 この NFSRestart リソースの Lower 属性に 0 を設定
します。NFSRestart リソースが IP リソースまたは DNS リソースに依存するようにし
ます（NFS ロックリカバリを使う場合）。

メモ: 2 つの NFSRestart リソースで Lower 属性を除くすべての属性が同じであることを
確認してください。

複数 NFS 環境用の設定
複数の仮想 IP アドレスから NFS 共有をエクスポートするためにこの設定を使います。
各サービスグループが 1 つの仮想 IP アドレスを持つ複数の NFS 共有サービスグルー
プを作成する必要があります。次の例では、仮想 IP を持つ 1 つのサービスグループを
使っています。NFS は異なるパラレルサービスグループの一部であること注意してくださ
い。この設定はロックリカバリをサポートし、潜在的な NFS ACK ストームも防ぎます。 こ
の設定は NFSv4 もサポートします。

複数の NFS 環境用の NFS サービスグループの作成
このサービスグループには 1 つの NFS リソースが含まれます。 サービスグループの使
用法によっては、NIC リソースと Phantom リソースを含むこともできます。
NFS サービスグループを作成する方法

1

独立したパラレルサービスグループ（nfs_grp）を設定します。

2

サービスグループの AutoStart 属性と Parallel 属性の値を 1 に設定します。

3

AutoStartList 属性の値には、サービスグループ内のすべてのクラスタノードをリスト
として含める必要があります。

4

このサービスグループの内部で NFS リソース（nfs）を設定します。NIC リソースをこ
のサービスグループに配置して NIC を監視することもできます。
メモ: NFSv4 を使う場合は、NFSRestart リソースの NFSLockFailover を 1 に設定
する必要があります。

5

サービスグループの正しい状態を表示するために、Phantom リソースをこのサービ
スグループに作成する必要があります。
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複数の NFS 環境用の NFS エクスポートサービスグループの作成
このサービスグループには、エクスポート用の Share リソースと IP リソースが含まれます。
Share リソースの PathName 属性の値が共有ストレージ上に存在し、その値をクラスタ
内の全ノードから参照できる必要があります。
NFS エクスポートのサービスグループを作成するには

1

サービスグループ内に NFS Proxy リソースを作成します。 この Proxy リソースは、
システムで設定されている実際の NFS リソースを指します。

2

NFS エクスポート用のバッキングストアを VxVM で設定する場合、エクスポートする
マウントポイントに対する DiskGroup リソースと Mount リソースを作成します。
詳しくは『Symantec Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』の「ストレー
ジエージェント」を参照してください。

3

NFSRestart リソースを作成します。 この NFSRestart リソースの Lower 属性を 1
に設定します。NFSRes 属性がシステムで設定されている NFS リソースを示してい
ることを確認します。
NFS ロックリカバリの場合は、NFSLockFailover 属性と LocksPathName 属性の
値が適切であることを確認します。 NFSRestart リソースは、このサービスグループ
に対して設定されている Mount リソースに依存します。 NFSRestart リソースは、
NFS の preonline トリガと postoffline トリガを除去します。

4

Share リソースを作成します。 エクスポートするマウントポイントに PathName 属性
を設定します。複数の共有がある場合は、PathName 属性の値が異なる複数の
Share リソースを作成します。 サービスグループに設定されているすべての Share
リソースは、Lower 属性の値が 1 である NFSRestart リソースに対する依存関係を
持つ必要があります。

5

IP リソースを作成します。この IP リソースの Address 属性の値は、クライアントシス
テム上の NFS エクスポートをマウントするために使われます。この IP リソースに、
サービスグループで設定された Share リソースに対する依存関係を設定します。

6

NFS ロックリカバリを使う場合、DNS リソースを作成します。DNS リソースは IP リソー
スに依存します。DNS リソースの設定方法については、設定例を参照してください。

7

NFSRestart リソースを作成します。NFSRes 属性を、システム上で設定された NFS
リソース（nfs）に設定します。 この NFSRestart リソースの Lower 属性の値を 0 に
設定します。NFS ロックリカバリを使うには、NFSRestart リソースが IP リソースまた
は DNS リソースに依存するようにします。

メモ: 2 つの NFSRestart リソースで Lower 属性を除くすべての属性が同じであることを
確認してください。
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別のストレージを使う NFS の構成
別のサービスグループにすべてのストレージリソースを入れるために、この設定を使いま
す。 Mount や DiskGroup などのストレージリソースは異なるサービスグループに含まれ
ます。 この設定では、NFS 共有サービスグループはストレージサービスグループに依存
します。 SFCFSHA はストレージリソースを含むサービスグループがパラレルサービスグ
ループであるこの設定を使います。

NFS サービスグループの作成
このサービスグループには 1 つの NFS リソースが含まれます。 サービスグループの使
用法によっては、NIC リソースと Phantom リソースを含むこともできます。
NFS サービスグループを作成する方法

1

独立したパラレルサービスグループ（nfs_grp）を設定します。

2

サービスグループの AutoStart 属性と Parallel 属性の値を 1 に設定します。

3

AutoStartList の値には、サービスグループ内のすべてのクラスタノードをリストとし
て含める必要があります。

4

このサービスグループの内部で NFS リソース（nfs）を設定します。NIC リソースをこ
のサービスグループに配置して NIC を監視することもできます。 サービスグループ
の正しい状態を表示するために、Phantom リソースをこのサービスグループに作成
する必要があります。

メモ: NFSv4 を使う場合は、NFSRestart リソースの NFSLockFailover を 1 に設定する
必要があります。

NFS ストレージサービスグループの作成
このサービスグループには DiskGroup リソースと Mount リソースを含めることができま
す。
NFS ストレージサービスグループを作成するには
◆

NFS エクスポート用のバッキングストアを VxVM で設定する場合、エクスポートする
マウントポイントに対する DiskGroup リソースと Mount リソースを作成します。

詳しくは『Symantec Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』の「ストレージ
エージェント」を参照してください。

NFS エクスポートのサービスグループの作成
このサービスグループには、エクスポート用の Share リソースと IP リソースが含まれます。
Share リソースの PathName 属性の値が共有ストレージ上に存在し、その値をクラスタ
内の全ノードから参照できる必要があります。
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NFS エクスポートのサービスグループを作成するには

1

このサービスグループとストレージサービスグループの間に online local hard 依存
関係を作成します。

2

サービスグループ内に NFS Proxy リソースを作成します。 この Proxy リソースは、
システムで設定されている実際の NFS リソースを指します。

3

NFSRestart リソースを作成します。 この NFSRestart リソースの Lower 属性を 1
に設定します。NFSRes 属性がシステムで設定されている NFS リソースを示してい
ることを確認します。 NFS ロックリカバリの場合は、NFSLockFailover 属性と
LocksPathName 属性の値が適切であることを確認します。 NFSRestart リソース
は、NFS の preonline トリガと postoffline トリガを除去します。

4

Share リソースを作成します。 エクスポートするマウントポイントに PathName 属性
の値を設定します。複数の共有がある場合は、PathName 属性の値が異なる複数
の Share リソースを作成します。 サービスグループに設定されているすべての Share
リソースは、Lower 属性の値が 1 である NFSRestart リソースに対する依存関係を
持つ必要があります。

5

IP リソースを作成します。この IP リソースの Address 属性の値は、クライアントシス
テム上の NFS エクスポートをマウントするために使われます。この IP リソースに、
サービスグループで設定された Share リソースに対する依存関係を設定します。

6

NFS ロックリカバリを使う場合、DNS リソースを作成します。DNS リソースは IP リソー
スに依存します。DNS リソースの設定方法については、設定例を参照してください。

7

NFSRestart リソースを作成します。NFSRes 属性を、システム上で設定された NFS
リソース（nfs）に設定します。 この NFSRestart リソースの Lower 属性に 0 を設定
します。ロックリカバリを使うには、NFSRestart リソースが IP リソースまたは DNS リ
ソースに依存するようにします。

メモ: 2 つの NFSRestart リソースで Lower 属性を除くすべての属性が同じであることを
確認してください。

パラレルサービスグループのすべての NFS サービスの設定
この設定は、NFS サービスを実行するときにのみ使います。 NFSRestart エージェント
によって提供される機能が必要な場合は、この設定を使わないでください。 この設定は、
NFS ロックリカバリをサポートせず、潜在的な NFS ACK ストームも防止しないため、いく
つかの欠点があります。シマンテック社はこの設定を推奨しません。

NFS サービスグループの作成
このサービスグループには NFS リソースと NFSRestart リソースが含まれます。
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NFS サービスグループを作成する方法

1

独立したパラレルサービスグループ（nfs_grp）を設定します。

2

サービスグループの AutoStart 属性と Parallel 属性の値を 1 に設定します。
AutoStartList の値には、サービスグループ内のすべてのクラスタノードをリストとし
て含める必要があります。

3

このサービスグループの内部で NFS リソース（nfs）を設定します。NIC リソースをこ
のサービスグループに配置して NIC を監視することもできます。

4

このサービスグループの内部で NFSRestart リソースを設定します。Lower 属性の
値を 2 に設定します。このリソースの NFSRes 属性はシステムで設定されている
NFS リソース（nfs）を指している必要があります。NFSLockFailover はこの設定で
はサポートされません。

メモ:
■

NFSLockFailover はこの設定ではサポートされません。

■

この設定は潜在的な NFS ACK ストームを防ぎません。

■

NFSv4 はこの設定ではサポートされません。

NFS エクスポートのサービスグループの作成
このサービスグループには、エクスポート用の Share リソースと IP リソースが含まれます。
Share リソースの PathName 属性の値が共有ストレージ上に存在し、その値をクラスタ
内の全ノードから参照できる必要があります。
NFS エクスポートのサービスグループを作成するには

1

サービスグループ内に NFS Proxy リソースを作成します。 この Proxy リソースは、
システムで設定されている実際の NFS リソースを指します。

2

NFS エクスポート用のバッキングストアを VxVM で設定する場合、エクスポートする
マウントポイントに対する DiskGroup リソースと Mount リソースを作成します。
詳しくは『Symantec Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』の「ストレー
ジエージェント」を参照してください。

3

Share リソースを作成します。 エクスポートするマウントポイントに PathName を設
定します。複数の共有がある場合は、PathName 属性の値が異なる複数の Share
リソースを作成します。

4

IP リソースを作成します。この IP リソースの Address 属性の値は、クライアントシス
テム上の NFS エクスポートをマウントするために使われます。この IP リソースに、
サービスグループで設定された Share リソースに対する依存関係を設定します。

設定例
次はサポートされる NFS 設定の例です。
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■

p.274 の 「ロックリカバリを使わない場合の単一 NFS 環境の設定例」 を参照してくだ
さい。

■

p.276 の 「ロックリカバリを使う場合の単一 NFS 環境の設定例」 を参照してください。

■

p.279 の 「単一の NFSv4 環境の設定例」 を参照してください。

■

p.281 の 「複数の NFSv4 環境の設定例」 を参照してください。

■

p.284 の 「ロックリカバリを使わない場合の複数 NFS 環境の設定例」 を参照してくだ
さい。

■

p.286 の 「ロックリカバリを使う場合の複数 NFS 環境の設定例」 を参照してください。

■

p.289 の 「別のストレージを使う NFS を設定するための設定例」 を参照してください。

■

p.292 の 「パラレルサービスグループのすべての NFS サービスを設定するときの設
定例」 を参照してください。

ロックリカバリを使わない場合の単一 NFS 環境の設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
IP ip_sys1 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)

274

第 7 章 VCS でのアプリケーションとリソースの設定
NFS サービスグループの設定

Mount vcs_dg1_r01_2 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_L (
NFSRes = nfs
Lower = 1
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_U (
NFSRes = nfs
)
NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)

NFS nfs (
Nservers = 16
)

Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
Options = rw
)
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Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
DiskGroup = dg1
)
NFSRestart_sg11_L requires nfs
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r01_2
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r0_1
NFSRestart_sg11_U requires ip_sys1
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires NFSRestart_sg11_L
share_dg1_r0_1 requires NFSRestart_sg11_L
vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1

ロックリカバリを使う場合の単一 NFS 環境の設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
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StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
IP ip_sys1 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)
DNS dns_11 (
Domain = "oradb.sym"
TSIGKeyFile = "/Koradb.sym.+157+13021.private"
StealthMasters = { "10.198.90.202" }
ResRecord @sys1 = { sys1 = "10.198.90.198" }
ResRecord @sys2 = { sys2 = "10.198.90.198" }
CreatePTR = 1
OffDelRR = 1
)
Mount vcs_dg1_r01_2 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NFS nfs (
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_L (
NFSRes = nfs
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
Lower = 1
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)
NFSRestart NFSRestart_sg11_U (
NFSRes = nfs
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
)
NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
Options = rw
)
Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
DiskGroup = dg1
)
NFSRestart_sg11_L requires nfs
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r01_2
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r0_1
NFSRestart_sg11_U requires dns_11
dns_11 requires ip_sys1
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires NFSRestart_sg11_L
share_dg1_r0_1 requires NFSRestart_sg11_L
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vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1

単一の NFSv4 環境の設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
IP ip_sys1 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)
DNS dns_11 (
Domain = "oradb.sym"
TSIGKeyFile = "/Koradb.sym.+157+13021.private"
StealthMasters = { "10.198.90.202" }
ResRecord @sys1 = { sys1 = "10.198.90.198" }
ResRecord @sys2 = { sys2 = "10.198.90.198" }
CreatePTR = 1
OffDelRR = 1
)
Mount vcs_dg1_r01_2 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
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FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)

NFS nfs (
}
NFSRestart NFSRestart_sg11_L (
NFSRes = nfs
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
Lower = 1
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_U (
NFSRes = nfs
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
)
NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
NetworkType = ether
)
Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
Options = rw
)
Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
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DiskGroup = dg1
)
NFSRestart_sg11_L requires nfs
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r01_2
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r0_1
NFSRestart_sg11_U requires dns_11
dns_11 requires ip_sys1
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires NFSRestart_sg11_L
share_dg1_r0_1 requires NFSRestart_sg11_L
vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1

複数の NFSv4 環境の設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group nfs_sg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
NFS n1 (
Nservers = 6
)
Phantom ph1 (
)
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
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DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
DNS dns_11 (
Domain = "oradb.sym"
TSIGKeyFile = "/Koradb.sym.+157+13021.private"
StealthMasters = { "10.198.90.202" }
ResRecord @sys1 = { sys1 = "10.198.90.198" }
ResRecord @sys2 = { sys2 = "10.198.90.198" }
CreatePTR = 1
OffDelRR = 1
)
IP ip_sys2 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)
Mount vcs_dg1_r01_2 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_L (
NFSRes = n1
Lower = 1
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_U (
NFSRes = n1
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
)
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NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
Proxy p11 (
TargetResName = n1
)
Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
Options = rw
)
Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
DiskGroup = dg1
)
requires group nfs_sg online local firm
NFSRestart_sg11_L requires p11
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r01_2
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r0_1
NFSRestart_sg11_U requires dns_11
dns_11 requires ip_sys1
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires NFSRestart_sg11_L
share_dg1_r0_1 requires NFSRestart_sg11_L
vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1
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ロックリカバリを使わない場合の複数 NFS 環境の設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group nfs_sg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)

NFS n1 (
Nservers = 6
)

Phantom ph1 (
)
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
IP ip_sys1 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
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Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)
Mount vcs_dg1_r01_2 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_L (
NFSRes = n1
Lower = 1
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_U (
NFSRes = n1
)
NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
Proxy p11 (
TargetResName = n1
)
Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
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Options = rw
)
Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
DiskGroup = dg1
)
requires group nfs_sg online local firm
NFSRestart_sg11_L requires p11
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r01_2
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r0_1
NFSRestart_sg11_U requires ip_sys1
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires NFSRestart_sg11_L
share_dg1_r0_1 requires NFSRestart_sg11_L
vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1

ロックリカバリを使う場合の複数 NFS 環境の設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
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group nfs_sg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)

NFS n1 (
Nservers = 6
)

Phantom ph1 (
)
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
DNS dns_11 (
Domain = "oradb.sym"
TSIGKeyFile = "/Koradb.sym.+157+13021.private"
StealthMasters = { "10.198.90.202" }
ResRecord @sys1 = { sys1 = "10.198.90.198" }
ResRecord @sys2 = { sys2 = "10.198.90.198" }
CreatePTR = 1
OffDelRR = 1
)
IP ip_sys1 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)
Mount vcs_dg1_r01_2 (
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MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_L (
NFSRes = n1
Lower = 1
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_U (
NFSRes = n1
LocksPathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
NFSLockFailover = 1
)
NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
Proxy p11 (
TargetResName = n1
)
Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
Options = rw
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)
Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
DiskGroup = dg1
)
requires group nfs_sg online local firm
NFSRestart_sg11_L requires p11
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r01_2
NFSRestart_sg11_L requires vcs_dg1_r0_1
NFSRestart_sg11_U requires dns_11
dns_11 requires ip_sys1
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires NFSRestart_sg11_L
share_dg1_r0_1 requires NFSRestart_sg11_L
vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1

別のストレージを使う NFS を設定するための設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group nfs_sg (
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SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
NFS n1 (
Nservers = 6
)
Phantom ph1 (
)
group sg11storage (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
Mount vcs_dg1_r01_2 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
DiskGroup = dg1
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)
vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
IP sys1 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_L (
NFSRes = n1
Lower = 1
)
NFSRestart NFSRestart_sg11_U (
NFSRes = n1
)
NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
Proxy p11 (
TargetResName = n1
)
Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
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PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
Options = rw
)
requires group sg11storage online local hard
NFSRestart_sg11_L requires p11
NFSRestart_sg11_U requires ip_sys1
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires NFSRestart_sg11_L
share_dg1_r0_1 requires NFSRestart_sg11_L

パラレルサービスグループのすべての NFS サービスを設定する
ときの設定例
include "types.cf"
cluster clus1 (
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group nfs_sg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)

NFS n1 (
Nservers = 6
)

NFSRestart nfsrestart (
NFSRes = n1
Lower = 2
)
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nfsrestart requires n1
group sg11 (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1 }
)
IP ip_sys1 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
Address = "10.198.90.198"
NetMask = "255.255.248.0"
)
NIC nic_sg11_hme0 (
Device @sys1 = hme0
Device @sys2 = hme0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
Proxy p11 (
TargetResName = n1
)
Share share_dg1_r01_2 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
Options = rw
)
Share share_dg1_r0_1 (
PathName = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
Options = rw
)
requires group sg11storage online local hard
ip_sys1 requires nic_sg11_hme0
ip_sys1 requires share_dg1_r01_2
ip_sys1 requires share_dg1_r0_1
share_dg1_r01_2 requires p11
share_dg1_r0_1 requires p11
group sg11storage (
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SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
)
DiskGroup vcs_dg1 (
DiskGroup = dg1
StartVolumes = 0
StopVolumes = 0
)
Mount vcs_dg1_r01_2 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r01_2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r01_2"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Mount vcs_dg1_r0_1 (
MountPoint = "/testdir/VITA_dg1_r0_1"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/dg1_r0_1"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
Volume vol_dg1_r01_2 (
Volume = dg1_r01_2
DiskGroup = dg1
)
Volume vol_dg1_r0_1 (
Volume = dg1_r0_1
DiskGroup = dg1
)
vcs_dg1_r01_2 requires vol_dg1_r01_2
vcs_dg1_r0_1 requires vol_dg1_r0_1
vol_dg1_r01_2 requires vcs_dg1
vol_dg1_r0_1 requires vcs_dg1
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RemoteGroup エージェントの設定について
RemoteGroup エージェントはリモートクラスタのサービスグループを監視および管理し
ます。 RemoteGroup エージェントを使って、異なる VCS クラスタに設定されたアプリ
ケーション間の依存関係を確立します。
たとえば、ローカルクラスタに Apache リソースを設定し、リモートクラスタに Oracle リソー
スを設定します。 この例では、ローカルクラスタの Apache リソースがリモートクラスタの
Oracle リソースに依存します。 RemoteGroup エージェントをリソースとして Apache サー
ビスグループに追加する場合は、RemoteGroup エージェントを使って、Apache リソー
スを含むサービスグループと Oracle リソースの間でこの依存関係を確立できます。
このエージェントとその属性について詳しくは、『Symantec 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。
メモ: RemoteGroup エージェントの設定と Virtual Business Service の設定は相互に
排他的ですが、どちらも多層型アプリケーションをサポートします。
Virtual Business Service について詳しくは、『仮想ビジネスサービス可用性のユーザー
ズガイド』を参照してください。
p.150 の 「Java コンソールからの RemoteGroup リソースの追加」 を参照してください。

ControlMode 属性について
ControlMode 属性では、ユーザーのニーズによって OnOff、MonitorOnly、OnlineOnly
の値を使うことができます。

OnOff モードについて
RemoteGroup リソースを使ってリモートサービスグループを完全に管理する場合は、こ
の属性の OnOff 値を選択します。
一対一マッピングの場合、リモートサービスグループの AutoFailOver 属性値を 0 に設
定します。これにより、リモートサービスグループの不必要なオンライン化またはオフライ
ン化を防止できます。

MonitorOnly モードについて
リモートサービスグループの状態を監視する場合は、この属性の MonitorOnly 値を選択
します。 MonitorOnly 属性を選択した場合、RemoteGroup エージェントはリモートサー
ビスグループを制御できず、リモートサービスグループをオンライン化またはオフライン化
できなくなります。
RemoteGroup リソースをオンラインにするには、リモートサービスグループが ONLINE
状態になっている必要があります。
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シマンテックは、リモートサービスグループの AutoFailOver 属性を 1 に設定することを
お勧めします。

OnlineOnly モードについて
リモートサービスグループのオンライン化またはオフライン化に長い時間がかかる場合は、
この属性の OnlineOnly 値を選択します。ControlMode 属性に OnlineOnly を使う場
合、ローカルサービスグループの VCSSysName が ANY に設定され、そのローカル
サービスグループの切り替えまたはフェールオーバーを行っても、リモートサービスグルー
プはオフラインおよびオンラインになりません。
RemoteGroup リソースをオフラインにしてもリモートサービスグループはオフラインにな
りません。
ローカルノードとリモートノード間で一対一マッピングを選択する場合、リモートサービス
グループの AutoFailOver 属性値は 0 にする必要があります。
メモ: ControlMode の値を OnlineOnly または MonitorOnly に設定するとき、
RemoteGroup リソースの VCSSysName 属性の値は ANY が推奨されます。ローカル
ノードとリモートノード間で一対一マッピングを選択する場合、ローカルサービスグループ
の切り替えまたはフェールオーバーを行うことはできません。この 2 つの設定では、リモー
トサービスグループは RemoteGroup エージェントによってオフライン化されないことに
注意する必要があります。

ReturnIntOffline 属性について
ReturnIntOffline 属性には、RemotePartial、RemoteOffline、RemoteFaulted の 3 つ
のうちいずれかの値を設定できます。
これらの値は相互に排他的ではなく、互いに組み合わせて使うことができます。
ReturnIntOffline 属性が機能するためには、RemoteGroup リソースの IntentionalOffline
属性を 1 に設定する必要があります。

RemotePartial オプションについて
リモートサービスグループが ONLINE | PARTIAL 状態のときに RemoteGroup リソース
が IntentionalOffline を返すようにする場合は、この属性の RemotePartial 値を選択し
ます。

RemoteOffline オプションについて
リモートサービスグループが OFFLINE 状態のときに RemoteGroup リソースが
IntentionalOffline を返すようにする場合は、この属性の RemoteOffline 値を選択しま
す。
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RemoteFaulted オプションについて
リモートサービスグループが OFFLINE | FAULTED 状態のときに RemoteGroup リソー
スが IntentionalOffline を返すようにする場合は、この属性の RemoteFaulted 値を選択
します。

RemoteGroup リソースの設定
このトピックでは、RemoteGroup リソースを設定する方法を説明します。
この設定例では、以下が指定されています。
■

VCS クラスタ（cluster1）は Web サービスに対して高可用性を提供します。
Web サーバー（Apache など）を監視するエージェントを持つ VCS サービスグルー
プ（ApacheGroup）を設定し、Web サービスを監視します。

■

VCS クラスタ（cluster2）は Web サービスが必要とするデータベースに対して高可用
性を提供します。
データベースエージェント（Oracle など）を持つ VCS サービスグループ
（OracleGroup）を設定し、データベースを監視します。

データベースリソースをオンラインにしてから、Web サーバーをオンラインにする必要が
あります。この依存関係は RemoteGroup エージェントを使って作成します。
RemoteGroup エージェントを設定するには

1

RemoteGroup リソースを ApacheGroup サービスグループ（cluster1 内）に追加し
ます。

2

Web サーバーリソースが RemoteGroup リソースに依存するように、リソースのリン
クを設定します。

3

データベースリソースを格納するサービスグループを監視または管理するように以
下の RemoteGroup リソース項目を設定します。
■

IpAddress
cluster2 内のノードの IP アドレスまたは DNS 名に設定します。仮想 IP アドレ
スに設定することもできます。

■

GroupName
OracleGroup に設定します。

■

ControlMode
OnOff に設定します。

■

Username
OracleGroup の管理者権限を持つユーザー名に設定します。

■

Password
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Username に定義されたユーザーの暗号化されたパスワード。 vcsencrypt
-agent コマンドを使ってパスワードを暗号化します。
■

VCSSysName
ローカルのノードごとの値に設定します。
VCSSysName@local1 - この値を remote1 に設定します。
VCSSysName@local2 - この値を remote2 に設定します。
メモ: リモートクラスタをセキュアモードで動作する場合、DomainType 属性また
は BrokerIp 属性の値を設定する必要があります。

4

OracleGroup の AutoFailOver 属性の値を 0 に設定します。

RemoteGroup エージェントを使うサービスグループの動作
このソリューションをさらに理解するために、可能性のある次のアクションについて考えま
す。

Apache サービスグループのオンライン化
以下は、Apache サービスグループをオンラインにする依存関係です。
■

Apache リソースは RemoteGroup リソースに依存します。

■

RemoteGroup エージェントはリモートクラスタと通信して、指定されたユーザーを認
証します。

■

RemoteGroup エージェントは、cluster2 のデータベースサービスグループをオンラ
インにします。

■

RemoteGroup リソースがオンラインになった後、Apache リソースがオンラインになり
ます。

これで、2 つの異なる VCS クラスタ間にアプリケーションレベルの依存関係が確立され
ます。RemoteGroup がオンラインにならない限り、Apache リソースはオンラインになりま
せん。データベースサービスグループがオンラインにならない限り、RemoteGroup リソー
スはオンラインになりません。

データベースサービスグループの予期しないオフライン
以下は、データベースサービスグループが予想外にオフライン状態になるときの処理の
シーケンスです。
■

RemoteGroup リソースは、データベースグループが OFFLINE になったか、データ
ベースグループに FAULTED が発生したことを検出します。

■

RemoteGroup リソースは FAULTED 状態になります。
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■

ノードで Apache サービスグループのすべてのリソースがオフラインになります。

■

Apache グループは別のノードにフェールオーバーします。

■

フェールオーバー中に、Oracle サービスグループは cluster2 内の別のノードでオン
ラインになります。

Apache サービスグループのオフライン化
以下は、Apache サービスグループがオフライン状態になるときの処理のシーケンスで
す。
■

RemoteGroup リソースに依存するすべてのリソースがオフラインになります。

■

RemoteGroup エージェントは Oracle サービスグループのオフライン化を試みます。

■

Oracle サービスグループがオフラインになると、RemoteGroup がオフラインになりま
す。

このように、Web サーバーがオフラインになってからデータベースがオフラインになりま
す。

パラレルサービスグループでの RemoteGroup リソースの設定
パラレルサービスグループの内部で RemoteGroup リソースを設定すると、オフラインノー
ドを含むすべてのクラスタノードで RemoteGroup リソースをオンライン化できます。 クラ
スタノード上の RemoteGroup リソースの複数のインスタンスが、リモートサービスグルー
プの状態をプローブできます。
メモ: RemoteGroup リソースは、リソースがパラレルサービスグループ用に設定されてい
るか、それともフェールオーバーサービスグループ用に設定されているかを自動的に検
出します。 RemoteGroup リソースをパラレルサービスグループ用に有効にする場合、追
加の設定は不要です。
パラレルサービスグループ内の RemoteGroup リソースには、次の特性があります。
■

RemoteGroup リソースは、リソースがオフラインのときでもリモートサービスグループ
の監視を続けます。

■

RemoteGroup リソースは、クラスタ内のどこかでリソースがオンラインであればリモー
トサービスグループをオフラインにしません。

■

エージェントの再起動後、別のクラスタノードでリソースがオンラインであれば
RemoteGroup サービスは offline を返しません。

■

クラスタ内でオンラインである RemoteGroup リソースの唯一のインスタンスである場
合、RemoteGroup リソースはリモートサービスグループをオフラインにします。
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■

クラスタ内の別のノードで同じリソースインスタンスがオンラインである場合は、
RemoteGroup リソースをオンラインにしようとしても無効です。

Samba サービスグループの設定について
VCS を使用して、Samba をパラレル設定またはフェールオーバー設定で設定できます。
エージェントの Samba ファミリーの属性のプラットフォーム固有の詳細と例については、
『Symantec 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。

フェールオーバー設定での Samba の設定例
設定には SambaServer、NetBios、IP、NIC、SambaShare リソースを含むフェールオー
バーサービスグループが含まれます。 リソースは一度に 1 つのノードでのみオンライン
になるため、すべてのノードに同じ NetBiosName 属性値と Interfaces 属性値を設定で
きます。
include "types.cf"
cluster clus1 (
)
system sys1(
)
system sys2(
)
group smbserver (
SystemList = { sys1= 0, sys2= 1 }
)
IP ip (
Device = hme0
Address = "10.209.114.201"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC nic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.209.74.43" }
)
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NetBios nmb (
SambaServerRes = smb
NetBiosName = smb_vcs
Interfaces = { "10.209.114.201" }
)
SambaServer smb (
ConfFile = "/etc/samba/smb.conf"
LockDir = "/var/run"
SambaTopDir = "/usr"
)
SambaShare smb_share (
SambaServerRes = smb
ShareName = share1
ShareOptions = "path = /samba_share/; public = yes;
writable = yes"
)
ip requires nic
nmb requires smb
smb requires ip
smb_share requires nmb

コーディネーションポイントエージェントの設定
I/O フェンシングのコーディネーションポイントを監視するには、I/O フェンシングが設定
済みの VCS クラスタで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。
サーバーベースのフェンシングの場合、インストーラの -fencing オプションを使ってエー
ジェントを設定できます。また、手動でエージェントを設定することもできます。ディスクベー
スのフェンシングの場合、手動でエージェントを設定する必要があります。
エージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
エージェントの設定方法は、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照して
ください。
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HA ファイアドリルを使ったリソースフェールオーバーの
テストについて
データベースまたはアプリケーションの高可用性を設定するには、複数のシステムでいく
つかのインフラストラクチャと構成を設定する必要があります。ただし、クラスタ環境は初
期セットアップ後に変更されることがあります。管理者はインフラストラクチャをアップグレー
ドおよび維持するために、ディスクを追加したり、新しいディスクグループとボリュームを作
成したり、新しいクラスタノードまたは新しい NIC を追加したりします。変化するインフラス
トラクチャに合わせてクラスタ設定を最新の状態に保つことは非常に重要です。
HA ファイアドリルは、VCS 設定と、ノードの基本インフラストラクチャ間の不一致を検出
します。不一致があると、サービスグループを特定のノードでオンライン化できなくなる場
合があります。
エージェントが HA ファイアドリルをサポートする方法について詳しくは、『Symantec
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。

HA ファイアドリルについて
HA ファイアドリル（以前は仮想ファイアドリルと呼ばれていた）機能では、エージェントに
関連付けられた Action 機能が使われます。サポートされるエージェントの Action 機能
は、インフラストラクチャのチェックを実行して特定のエラーを解決する HA ファイアドリル
機能をサポートするように更新されています。
インフラストラクチャのチェックでは、別のノードにフェールオーバーするために必要なイ
ンフラストラクチャが、VCS 設定ファイル（main.cf）に定義されたリソースに含まれている
かどうかが確認されます。たとえば、Mount リソースのインフラストラクチャチェックでは、リ
ソースの MountPoint 属性に定義されたマウントディレクトリが存在するかどうかが確認さ
れます。
インフラストラクチャチェックは、サービスグループがオンラインの場合にのみ実行できま
す。チェックでは、指定されたノードが、サービスグループをホストできる有効なフェール
オーバーターゲットであるかどうかが確認されます。
HA ファイアドリルでは、インフラストラクチャチェック中に検出された特定のエラーを解決
することもできます。

HA ファイアドリルの実行について
HA ファイアドリルは、コマンドラインまたは Cluster Manager（Java コンソール）から実行
できます。
p.162 の 「Java コンソールからの HA ファイアドリルの実行」 を参照してください。
p.254 の 「HA ファイアドリルの実行」 を参照してください。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS シミュレータについて

■

Simulator ポート

■

Java コンソールでの VCS Simulator の管理

■

コマンドラインインターフェースからの VCS Simulator の管理

VCS シミュレータについて
VCS シミュレータを使うと、クラスタ設定のシミュレートとテストを行えます。VCS シミュレー
タを使って、サービスグループとリソースの設定を表示および変更し、フェールオーバー
の動作をテストします。VCS シミュレータはスタンドアロンシステム上で実行することがで
き、追加のハードウェアは必要ありません。
VCS シミュレータは、クラスタで実行されるのと同じバージョンの VCS High Availability
Daemon（HAD）を実行するため、フェールオーバーの判定が実際のクラスタでの判定と
同じになることが保証されます。
VCS シミュレータを使うと、様々なオペレーティングシステムの設定をテストできます。VCS
Simulator は、Windows システムでのみ実行できます。 ただし、Windows システム上で
Windows 以外のオペレーティングシステムをシミュレートすることはできます。 たとえば、
Windows システムで VCS Simulator を実行して、Windows、Linux、Solaris、HP-UX、
AIX の各クラスタの VCS 設定をテストできます。 VCS シミュレータではまた、グローバル
クラスタの作成やテストも可能です。
VCS シミュレータは、Java コンソールやコマンドラインから管理できます。
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VCS シミュレータをダウンロードする場合は、
http://www.symantec.com/operations-manager/support にアクセスしてください。

Simulator ポート
表 8-1 では、VCS Simulator がさまざまなクラスタ設定に接続するために使うポートを一
覧表示しています。 各自のネットワークポリシーに従うために、クラスタ設定は変更できま
す。 また、シマンテック社ではポート割り当てを変更したり、シミュレータ設定の数に基づ
いて新しいポートを追加したりする場合があります。
表 8-1

Simulator ポート

Port

使用法

15552

SOL_ORA_SRDF_C1:simulatorport

15553

SOL_ORA_SRDF_C2:simulatorport

15554

SOL_ORACLE:simulatorport

15555

LIN_NFS:simulatorport

15556

HP_NFS:simulatorport

15557

AIX_NFS:simulatorport

15558

Consolidation:simulatorport

15559

SOL_NPLUS1:simulatorport

15572

AcmePrimarySite:simulatorport

15573

AcmeSecondarySite:simulatorport

15580

Win_Exch_2K7_primary:simulatorport

15581

Win_Exch_2K7_secondary:simulatorport

15582

WIN_NTAP_EXCH_CL1:simulatorport

15583

WIN_NTAP_EXCH_CL2:simulatorport

15611

WIN_SQL2K5_VVR_C1:simulatorport

15612

WIN_SQL2K5_VVR_C2:simulatorport

15613

WIN_SQL2K8_VVR_C1:simulatorport

15614

WIN_SQL2K8_VVR_C2:simulatorport
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Port

使用法

15615

WIN_E2K10_VVR_C1:simulatorport

15616

WIN_E2K10_VVR_C2:simulatorport

表 8-2 では、WAC（Wide Area Connector）プロセスについて VCS Simulator が使う
ポートを一覧表示しています。WAC シミュレーションを無効にするには、WAC ポートを
-1 に設定します。
表 8-2

WAC ポート

Port

使用法

15562

SOL_ORA_SRDF_C1:wacport

15563

SOL_ORA_SRDF_C2:wacport

15566

Win_Exch_2K7_primary:wacport

15567

Win_Exch_2K7_secondary:wacport

15570

WIN_NTAP_EXCH_CL1:wacport

15571

WIN_NTAP_EXCH_CL2:wacport

15582

AcmePrimarySite:wacport

15583

AcmeSecondarySite:wacport

15661

WIN_SQL2K5_VVR_C1:wacport

15662

WIN_SQL2K5_VVR_C2:wacport

15663

WIN_SQL2K8_VVR_C1:wacport

15664

WIN_SQL2K8_VVR_C2:wacport

15665

WIN_E2K10_VVR_C1:wacport

15666

WIN_E2K10_VVR_C2:wacport

Java コンソールでの VCS Simulator の管理
Simulator コンソールで、シミュレートクラスタの起動、停止、管理が可能です。
図 8-1 は、すべてのシミュレートクラスタが一覧表示された Symantec Cluster Server
Simulator のクラスタビューを示しています。
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図 8-1

Symantec Cluster Server Simulator のクラスタビュー

コンソールには 2 つの表示方法があります。
■

クラスタビュー - すべてのシミュレートクラスタの一覧表示

■

グローバルビュー - グローバルクラスタの一覧表示

Java コンソールで VCS Simulator を使うと、シミュレートしたクラスタパネルを設定する、
UNKNOWN 状態のシステムを RUNNING 状態にする、運用中のシステムの停電状態
をシミュレートする、リソース障害をシミュレートする、および VCS がオフラインの状態で
設定を保存するなどの操作を行うことができます。 グローバルクラスタについては、クラス
タ障害の生成および解消のプロセスをシミュレートできます。
クラスタごとに異なるポート番号を使うことにより、1 つのシステムで複数のシミュレートクラ
スタを実行できます。
Java コンソールでは、オンライン設定の場合と同じ表示と機能が利用できます。
p.91 の 「Cluster Manager（Java コンソール）について」 を参照してください。

シミュレートクラスタの作成
サンプルのクラスタ設定を開始するか、あるいは新しいシミュレートクラスタを作成すること
もできます。
p.306 の 「シミュレートクラスタの作成」 を参照してください。
シミュレートクラスタを作成するには

1

Simulator コンソールで［クラスタの追加（Add Cluster）］をクリックします。

2

［クラスタの追加（Add Cluster）］ダイアログボックスで、次の手順に従います。
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■

新しいクラスタの名前を入力します。

■

クラスタのシステム用に、表示された名前を確定するか、あるいは別の名前を入
力できます。

■

シミュレートクラスタ用に重複のないクラスタポート番号を入力します。

■

クラスタノードのプラットフォームを選択します。

■

そのクラスタがグローバルクラスタの一部である場合、［グローバルクラスタオプ
ションの有効化（Enable Global Cluster Option）］チェックボックスを選択し、
Wide Area Connector（WAC）プロセス用に重複のないポート番号を入力しま
す。

■

［OK］をクリックします。

VCS は、シミュレートする単一ノードクラスタを作成し、クラスタの設定ファイル用に
新しいディレクトリを作成します。 また、VCS は、クラスタ管理者権限で admin とい
うユーザーを作成します。Java コンソールを起動し、シミュレートクラスタの開始や
管理ができます。

クラスタの削除
シミュレートクラスタを削除すると、クラスタに関連付けられたすべての設定ファイルが削
除されます。 クラスタを削除する前に、そのクラスタがグローバルクラスタとして設定され
ていないことを確認してください。 グローバルクラスタは、［グローバルビュー（Global
View）］から削除できます。
シミュレートクラスタを削除するには

1

Simulator Explorer でクラスタを選択し、［クラスタの削除（Delete Cluster）］をクリッ
クします。

2

確認のダイアログボックスで［はい（Yes）］をクリックします。
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シミュレートクラスタの起動
管理を開始するクラスタを起動します。
シミュレートクラスタを起動するには

1

Simulator コンソールで、クラスタを選択します。

2

［クラスタの起動（Start Cluster）］をクリックします。

3

クラスタが起動したら、［コンソールの起動（Launch Console）］をクリックし、クラスタ
を管理します。

4

クラスタにログインするには、有効なユーザー名およびパスワードを入力します。
VCS Simulator ではパスワードが検証されません。有効な VCS ユーザー名を入力
するとシミュレートクラスタにログインできます。 デフォルト設定を使う場合は、ユー
ザー名に admin と入力し、パスワードに空白以外の任意の値を入力します。
初回ログイン時に Cluster Explorer が起動され、クラスタパネルのアイコンの色が変
化してパネルがアクティブであることを示します。

シミュレートクラスタ設定の確認
設定が有効かどうかを確認します。
シミュレートクラスタ設定を確認するには

1

Simulator コンソールで、クラスタを選択します。

2

［設定の確認（Verify Configuration）］をクリックします。

グローバルクラスタ設定のシミュレート
グローバルクラスタ設定をテストするためにグローバルクラスタ環境をシミュレートします。
p.577 の 「 VCS グローバルクラスタの動作」 を参照してください。
グローバルクラスタ設定をシミュレートするには

1

グローバル設定用のシミュレートクラスタを作成します。
p.306 の 「シミュレートクラスタの作成」 を参照してください。
［グローバルクラスタオプションの有効化（Enable Global Cluster Option）］チェック
ボックスを選択し、Wide Area Connector（WAC）プロセス用に重複のないポート番
号を入力します。

2

Simulator コンソールで［グローバルに設定（Make Global）］をクリックします。

3

［グローバル設定の作成（Make Global Configuration）］ダイアログボックスで、次の
手順を実行します。
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■

既存のグローバルクラスタを選択するか、新しいグローバルクラスタの名前を入
力します。

■

［使用可能なクラスタ（Available Clusters）］リストから、グローバルクラスタに追
加するクラスタを選択し、右矢印をクリックします。クラスタが［設定されたクラスタ
（Configured Clusters）］リストに移動します。

■

［OK］をクリックします。

システムのオンライン化
システムをオンライン化して、実行中のシステムをシミュレートします。
システムをオンライン化するには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［システム（Systems）］タブをクリックします。

2

UNKNOWN 状態にあるシステムを右クリックし、［Up］をクリックします。

システムの電源切断
このトピックでは、システムの電源を切る方法について説明します。
システムの電源を切るには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［システム（Systems）］タブをクリックします。

2

オンラインのシステムを右クリックし、［電源オフ（Power Off）］をクリックします。

オフライン設定の保存
このトピックでは、オフライン設定を保存する方法について説明します。
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オフライン設定を保存するには

1

Cluster Explorer のファイル（File）メニューで、［設定を保存する（Save Configuration
As）］をクリックします。

2

パスを入力します。

3

［OK］をクリックします。

リソース障害のシミュレート
リソースの障害を生成するには、VCS Simulator を使います。
リソース障害をシミュレートするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをク
リックします。

2

オンラインのリソースを右クリックし、［リソース障害の発生（Fault Resource）］をクリッ
クし、システム名をクリックします。

グローバルクラスタ内のクラスタ障害のシミュレート
VCS Simulator を使って、クラスタ障害の生成およびクリアのプロセスをシミュレートしま
す。
p.175 の 「アラートの監視」 を参照してください。
クラスタ障害をシミュレートするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタをクリックします。

2

クラスタを右クリックし、［クラスタ障害の発生（Fault Cluster）］をクリックし、クラスタ名
をクリックします。
障害を発生させようとするクラスタを対象とする Cluster Explorer ウィンドウが開いて
いる場合は、そのクラスタに関するシミュレートを実行している高可用性デーモン
（HAD）に対して Cluster Monitor が接続を試みる短時間にわたって、それらのウィ
ンドウは無効になります。その後、アラートメッセージが表示され、Cluster Explorer
ウィンドウは自動的に閉じます。
障害が発生していたクラスタが起動した後、そのクラスタの障害は自動的にクリアさ
れます。GCO 設定を使用している場合、リモートクラスタの状態も自動的に更新さ
れます。したがって、クラスタの障害を手動でクリアする必要はありません。

ファイアドリル障害のシミュレート
ファイアドリルの障害を例証するには、VCS Simulator を使います。
次のシミュレートされたクラスタには、ファイアドリルサービスグループがあります。
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■

SOL_ORA_SRDF_C2（ファイアドリルグループは OracleGrp_fd）

■

WIN_SQL2K5_VVR_C2（ファイアドリルグループは SQLPROD_fd）

■

WIN_SQL2K8_VVR_C2（ファイアドリルグループは SQL2K8PROD_fd）

p.607 の 「ディザスタリカバリファイアドリルの設定について」 を参照してください。
障害が発生したファイアドリルをシミュレートするには

1

Cluster Explorer を起動し、ファイアドリルをシミュレートしようとするクラスタをクリック
します。

2

ツリービューから FireDrill サービスグループを選択し、右のペインで［プロパティ
（Properties）］タブをクリックします。

3

［すべての属性を表示（Show all attributes）］をクリックします。下方向へスクロール
して Tag 属性を選択し、ダブルクリックして属性値を編集します。

4

プロンプトが表示された場合は、設定を読み書き両用モードに変更します。

5

［属性の編集（Edit Attribute）］ウィンドウで、Tag 属性の値を、ファイアドリルサービ
スグループ内に存在する Critical リソースの名前に変更します。
サービスグループ SQLPROD_fd（WIN_SQL2K5_VVR_C2 クラスタ内）と
SQL2K8PROD_fd（WIN_SQL2K8_VVR_C2 クラスタ内）に対応する Tag 属性の
値は、これらの変更を行う前は空白になっています。
SQLPROD_fd ファイアドリルサービスグループでは、属性値を、SQL Server イン
スタンスの名前、つまり SQLServer2005-VSQL01_fd に変更します。

6

ファイアドリルサービスグループをオンライン化しようとします。Cluster Explorer の
中でサービスグループを右クリックし、指定したシステム上でオンライン化します。ファ
イアドリルサービスグループの障害が発生します。
ファイアドリルの成功をシミュレートするために、ファイアドリルサービスグループの
Tag 属性を空白にしたうえで、ファイアドリルサービスグループをオンライン化しま
す。

コマンドラインインターフェースからの VCS Simulator の
管理
シミュレートクラスタを作成または管理するには、Windows システムで VCS Simulator
を起動します。
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メモ: VCS Simulator は、コマンドラインから作成したクラスタと Java コンソールから作成
したクラスタを別々に扱います。 したがって、コマンドラインから作成したクラスタは、グラ
フィカルインターフェースには表示されません。コマンドラインからクラスタを削除した場合
も、Java コンソールのクラスタは表示されます。

コマンドラインインターフェースからの VCS Simulator の起動
このトピックでは、コマンドラインから VCS Simulator を起動する方法について説明しま
す。
コマンドラインから VCS Simulator を起動するには（Windows）
VCS Simulator は、プラットフォーム固有の types.cf ファイルをパス
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥types¥ にインストールします。 変数
%VCS_SIMULATOR_HOME% は、Simulator のインストールディレクトリを表します。
通常は C:¥Program Files¥Veritas¥VCS Simulator¥ です。
例: C:¥DOS>set %VCS_SIMULATOR_HOME%=C:¥Program Files¥Veritas¥VCS
Simulator¥

1

特定のオペレーティングシステムを実行しているクラスタをシミュレートするには、オ
ペレーティングシステムの types.cf ファイルを types ディレクトリから
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥default_clus¥conf¥config¥ にコピーします。
たとえば、シミュレートするクラスタが Solaris プラットフォームで動作する場合は、
types.cf.solaris ファイルをコピーします。

2

必要に応じて、カスタムのタイプ定義をファイルに追加し、そのファイルの名前を
types.cf に変更します。

3

シミュレートクラスタ内で実行する main.cf ファイルがある場合は、それを
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥default_clus¥conf¥config¥ にコピーします。

4

VCS Simulator を起動します。
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -startsystem_name

変数 system_name は、設定ファイル main.cf で定義されたシステム名を表します。
このコマンドにより、Simulator がポート 14153 で起動します。
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5

313

必要に応じて、設定にシステムを追加します。
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -sys -addsystem_name
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -upsystem_name

6

クラスタ中の各ノードの状態を確認します。
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -sys -state

p.313 の 「コマンドラインからグローバルクラスタをシミュレートするには」 を参照して
ください。
コマンドラインからグローバルクラスタをシミュレートするには

1

システム上のディレクトリ（%VCS_SIMULATOR_HOME%）に VCS Simulator をイ
ンストールします。
『Symantec Cluster Server インストールガイド』の VCS Simulator のインストール
に関する項を参照してください。

2

システム上でクラスタを設定します。 次のコマンドを実行してクラスタを追加します。
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -setupclus new_clustername -simport
port_no -wacport port_no

グローバルクラスタをシミュレートする場合は、default_clus をクラスタ名として使わ
ないでください。
VCS Simulator では、設定例が %VCS_SIMULATOR_HOME%¥clustername
にコピーされ、clustername_sys1 という名前のシステムが作成されます。
たとえば、ポート 15555 と 15575 を使う clus_a という名前のクラスタを追加するに
は、次のコマンドを実行します。
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -setupclus clus_a -simport 15555
-wacport 15575

同様に、第 2 クラスタを追加します。
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -setupclus clus_b -simport 15556
-wacport 15576

グローバルクラスタ環境をシミュレートせずに複数のクラスタを作成するには、wacpor
に -1 を指定します。
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3

シミュレートクラスタを起動します。
%VCS_SIMULATOR_HOME%¥bin> hasim -start clustername_sys1
-clus clustername

4

コマンドラインから VCS Simulator にアクセスできるように、次の環境変数を設定し
ます。
■

set %VCS_SIM_PORT%=port_number

■

set %VCS_SIM_WAC_PORT%=wacport

これらの変数はシミュレートクラスタごとに設定する必要があります。設定しなかった
場合、Simulator は常にデフォルトのクラスタ default_clus に接続します。
クラスタ間のリンクを設定し、グローバルサービスグループを設定するには、Java コ
ンソールを使います。
p.91 の 「Cluster Manager（Java コンソール）について」 を参照してください。
また、手動で main.cf ファイルを編集し、グローバルクラスタを設定することもできま
す。

コマンドラインからのシミュレートクラスタの管理
VCS Simulator コマンドの機能は、標準の ha コマンドとよく似ています。
表 8-3 では、VCS Simulator コマンドについて説明しています。
表 8-3

VCS Simulator コマンド

コマンド

説明

hasim -start
system_name

VCS Simulator を起動します。 変数 system_name は、
LOCAL_BUILD 状態から RUNNING 状態に移行するシステ
ムを表します。

hasim -setupclus
clustername -simport
port_no [-wacport
port_no] [-sys
systemname]

シミュレートクラスタを作成し、指定されたポートをクラスタに関
連付けます。

hasim -deleteclus
<clus>

指定されたクラスタを削除します。 クラスタを削除すると、クラス
タに関連付けられたすべてのファイルとディレクトリが削除され
ます。
クラスタを削除する前に、そのクラスタがグローバルクラスタとし
て設定されていないことを確認してください。
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コマンド

説明

hasim -start
clustername で指定されるクラスタ上で VCS Simulator を起
clustername_sys1 [-clus 動します。
clustername]
-disablel10n オプションを指定して VCS Simulator を起
[-disablel10n]
動すると、シミュレートクラスタはローカライズされた値を属性値
として受け取りません。このオプションは、Windows システム上
で UNIX の設定をシミュレートする場合に使います。これによ
り、UNIX クラスタにシミュレートした設定をインポートするときに
発生する可能性のある破損を防止できます。
hasim -stop

シミュレーションプロセスを停止します。

hasim -poweroff
system_name

システムを正常に停止します。

hasim -up system_name

システムを起動します。

hasim -fault
指定されたシステムの指定されたリソースで障害を発生させま
system_nameresource_name す。
hasim -faultcluster
clustername

クラスタの障害をシミュレートします。

hasim -clearcluster
clustername

シミュレートクラスタの障害をクリアします。

hasim -getsimconfig
cluster_name

VCS Simulator のポートに関する情報を取得します。

hasim -hb [..]

標準の hahb コマンドと同じです。

hasim -disablel10n

ローカル化した属性値の入力を無効にします。 このオプション
は、Windows システムで UNIX の設定をシミュレートする場合
に使います。

hasim -clus [...]

標準の haclus コマンドと同じです。

hasim -sys [...]

標準の hasys コマンドと同じです。

hasim -grp [...]

標準の hagrp コマンドと同じです。

hasim -res [...]

標準の hares コマンドと同じです。

hasim -type [...]

標準の hatype コマンドと同じです。

hasim -conf [...]

標準の haconf コマンドと同じです。

hasim -attr [...]

標準の haattr コマンドと同じです。
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VCS 通信と操作

■

第9章 クラスタの通信、メンバーシップ、データ保護について

■

第10章 I/O フェンシングの管理

■

第11章 VCS の動作の制御

■

第12章 サービスグループの依存関係のロール

9
クラスタの通信、メンバー
シップ、データ保護について
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタ通信について

■

クラスタメンバーシップについて

■

メンバーシップアービトレーションについて

■

データ保護について

■

I/O フェンシングの設定ファイルについて

■

I/O フェンシングを使う VCS 操作の例

■

I/O フェンシングを使わない、クラスタメンバーシップとデータ保護について

■

I/O フェンシングを使わない VCS 動作の例

■

クラスタ通信におけるベストプラクティスの概略

クラスタ通信について
VCS では、システム上で行われるローカル通信と、システム間通信が使われます。
p.318 の 「システム内通信について」 を参照してください。
p.318 の 「システム間のクラスタ通信について」 を参照してください。
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システム内通信について
システム内では、VCS エンジン（VCS High Availability Daemon）が Inter Process
Messaging（IPM）と呼ばれる VCS 固有の通信プロトコルを使って、GUI、コマンドライ
ン、エージェントと通信します。
図 9-1 は、単一 VCS システムでの基本的な通信を示しています。 エージェントは High
Availability Daemon（HAD）とのみ通信し、エージェントが相互に通信することはありま
せん。
単一 VCS システムでの基本的な通信

図 9-1

エージェント

コマンドライン
ユーティリティ

GUI

エージェント

VCS 高可用性デーモン（HAD）

図 9-2 は、1 つのエージェントから HAD への通信を示しています。
1 つのエージェントから HAD への通信

図 9-2

エージェント固有のコード
エージェントフレームワーク

状態

制御
HAD

エージェントは、エージェント自身にコンパイルされたエージェントフレームワークを使い
ます。エージェントは、各クラスタシステム上で、クラスタ内に設定されているリソースタイ
プごとに実行されます。エージェントはそのタイプのすべてのリソースを処理します。エン
ジンはコマンドをエージェントに渡し、エージェントはコマンドの実行状態を返します。た
とえば、エージェントは、リソースをオンラインにするようにコマンド指示を受けます。エー
ジェントは操作の成功（または失敗）を応答します。リソースが 1 度オンラインになると、
エージェントはその状態が変化した場合に限りエンジンと通信します。

システム間のクラスタ通信について
VCS は、クラスタシステム間のネットワーク通信にクラスタ相互接続を使います。各システ
ムは独立単位として動作し、クラスタレベルで情報を共有します。 各システムでは、クラス
タの意思決定ロジックを持つ VCS 高可用性デーモン（HAD）によってクラスタ設定の
ビューが維持されます。 このデーモンは RSM（Replicated State Machine）として動作
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します。つまり、クラスタ内のすべてのシステムはクラスタ設定が同期された状態にありま
す。 これは次の動作により実現します。
■

すべてのシステムが HAD の同一バージョンを実行する。

■

各システムの HAD は、その独自のリソース状態を維持し、ローカルシステムについ
てのすべてのクラスタ情報をクラスタ内の他のすべてのコンピュータに送信する。

■

各システムの HAD は、他のクラスタシステムから情報を受信し、自身のクラスタビュー
を更新する。

■

各システムは同じコードパスに従ってクラスタでの処理を行う。

RSM（Replicated State Machine）は専用の通信パッケージ上で通信を行います。この
パッケージは GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast） と LLT（Low
Latency Transport） の 2 つのコンポーネントで構成されます。
p.319 の 「GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）について」 を参照し
てください。
p.320 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
図 9-3 は、RSM（Replicated State Machine）モデルの 2 つのシステム間の通信パス全
体を示しています。
図 9-3

RSM（Replicated State Machine）を使うクラスタ通信
エージェント エージェント

ユーザー
領域

カーネル
領域

エージェント エージェント

HAD

HAD

GAB

GAB

LLT

LLT

ユーザー
領域

カーネル
領域

GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）について
GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）プロトコルは、クラスタメンバー
シップと信頼性の高いクラスタ通信を実現します。
GAB には、次に示す 2 つの主要機能があります。
■

クラスタメンバーシップ
GAB は、LLT 経由で各システムからハートビートの状態に関する入力を受けて、クラ
スタメンバーシップを維持します。 システムがクラスタピアからのハートビートを受信し
なくなると、LLT はハートビートの消失通知を GAB に送信します。 GAB はそのピア
に DOWN のマークを付け、クラスタからそのピアを除外します。 ほとんどの構成で、
ネットワーク分割を防止するためにメンバーシップアービトレーションが使われます。
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■

クラスタ通信
GAB の 2 つ目の機能は、クラスタ内の通信に高い信頼性を提供します。 GAB はす
べてのクラスタシステムへの順序付けられたメッセージの配信を保証します。 HAD
は、Atomic Broadcast 機能を使って、クラスタ内のすべてのシステムがすべての設
定変更メッセージを確実に受信するようにしたり、クラスタ内のすべてのシステムが以
前の状態に確実にロールバックされるようにします。これはデータベースの原始的コ
ミットとよく似ています。 GAB の通信機能は Atomic Broadcast として知られていま
すが、実際のネットワークブロードキャストトラフィックは生成されません。Atomic
Broadcast メッセージは、送信側のシステムから受信側の各システムへの一連の 2
地点間ユニキャストメッセージです。受信側の各システムからこのメッセージに対応す
る承認が返されます。

LLT（Low Latency Transport）について
LLT プロトコルは、高パフォーマンスと低遅延を実現する、IP スタックに代わるものとして
すべてのクラスタ通信で使われます。
LLT には、次に示す 2 つの主要機能があります。
■

トラフィック分散
LLT は GAB の通信バックボーンを提供します。LLT は、システム間の通信を、設定
済みのすべてのネットワークリンク全体に分散します（負荷分散）。この分散により、す
べてのクラスタ通信はすべてのネットワークリンクに均等に分散され、パフォーマンス
の確保と障害に対する耐性が実現されます。あるリンクに障害が発生した場合、トラ
フィックは残りのリンクに切り替えられます。最大で 8 個のネットワークリンクがサポー
トされます。

■

ハートビート
LLT は、設定済みの各ネットワークリンク上でハートビート信号の送受信を行います。
ハートビートのトラフィックは 2 地点間ユニキャストです。LLT はイーサネットブロード
キャストを使ってクラスタ内のノードのアドレスを認識します。すべての状態や設定の
トラフィックを含む他のすべてのクラスタ通信は 2 地点間ユニキャストです。ハートビー
トは、Group Membership Services がクラスタメンバーシップを確認するために使い
ます。

ハートビート信号は次のように定義されます。
■

クラスタ内の各システムの LLT は、設定済みのすべての LLT インターフェースで 0.5
秒おきにハートビートパケットを送出する。

■

各システムの LLT は、設定済みの各 LLT インターフェースで各ピアからのハートビー
トの状態を追跡する。

■

各システムの LLT は、クラスタ内の各システムのハートビート状態を、ローカルの GAB
の Group Membership Services 機能に転送する。

■

GAB は LLT からすべてのクラスタシステムのハートビート状態を受信し、この情報に
基づいてメンバーシップを決定する。
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図 9-4 は、クラスタ内のハートビートを示しています。
図 9-4

クラスタ内のハートビート
エージェント

すべてのインターフェ
ース上で2 地点間
ハートビートを0.5 秒お
きにユニキャストする

エージェント

エージェント

エージェント

HAD

HAD

GAB

GAB

LLT

LLT

各 LLT モジュールは、設定済み
の各インターフェースで
各ピアからのハートビート状態
を追跡する

LLT は各システムの
ハートビート状態を
GAB に転送する

LLT は、特定のクラスタの相互接続リンクを高優先度または低優先度として指定するよう
に設定できます。高優先度リンクは、GAB とのクラスタ通信およびハートビート信号で使
われます。通常の運用では、低優先度リンクはハートビートとリンク状態の保守のみで使
われます。このとき、ハートビートの頻度は、ネットワークのオーバーヘッドを軽減するた
めに通常の 50% に縮小されます。
設定済みのすべての高優先度リンクで障害が発生した場合、LLT はすべてのクラスタ通
信トラフィックを最初に使用可能な低優先度リンクに切り替えます。高優先度リンクが利用
可能になると、通信トラフィックはその高優先度リンクに直ちに復帰します。
必須ではありませんがベストプラクティスとして推奨されることは、少なくとも 1 つの低優先
度リンクを設定し、2 つの高優先度リンクを専用のクラスタ相互接続上に設定して、通信
パスの冗長性を確保することです。通常、低優先度リンクはパブリックネットワークまたは
管理ネットワーク上に設定します。
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 を設定することをお勧めします。この設定により、
LLT は、プライベートリンク間でアクティブ/パッシブ負荷分散を実行します。 設定とフェー
ルオーバーの時点で、LLT は優先度の高いリンクをアクティブなリンクとして自動的に選
択し、優先度の高いリンクに障害が起きた場合にのみ優先度の低いリンクを使います。
LLT は、重み付けされたラウンドロビンの方法で、設定されたすべてのリンク上でパケット
を送信します。 LLT は、リンクバーストパラメータを使います。これは、次のリンクが選択さ
れる前に LLT がリンク上で送信するバックツーバックパケットの数を表します。 デフォル
トの重み付けされたラウンドロビンベースの負荷分散に加えて、LLT では宛先ベースの
負荷分散も提供されます。 LLT では、宛先ベースの負荷分散が実装され、宛先のノード
ID とポートに基づいて LLT リンクが選択されます。 宛先ベースの負荷分散では、LLT
は、特定の宛先のすべてのパケットを 1 つのリンク上で送信します。 ただし、宛先ベース
の負荷分散のアプローチでは、ポートに異種のトラフィックが存在する場合に LLT が利
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用可能なリンクを完全に活用できないという問題が起きる可能性があります。 宛先ベース
の負荷分散は、セットアップに 3 つ以上のクラスタノードと、さらに多くのアクティブな LLT
ポートが存在する場合にお勧めします。 クラスタでポートに LLT リンクのマッピングを設
定するには、宛先ベースの負荷分散を手動で設定する必要があります。
p.191 の 「LLT の宛先ベースの負荷分散の設定」 を参照してください。
LLT は起動時に、同じノード ID とクラスタ ID のペアを持つネットワーク内のノードを検出
するために、LLT のノード ID とクラスタ ID の情報を含むブロードキャストパケットを LAN
に送信します。 ネットワーク内の各ノードは、このブロードキャストメッセージに自身のクラ
スタ ID、ノード ID、ノード名で応答します。
次の場合は、元のノード上の LLT が起動せず、適切なエラーが表示されます。
■

同じネットワーク内の他の任意のノード上の LLT が、自身と同じノード ID とクラスタ
ID のペアで動作している。

■

元のノード上の LLT が、/etc/llthosts ファイル内にノード名のエントリが含まれて
いないノードから応答を受信した。

クラスタメンバーシップについて
クラスタの現在のメンバーは、クラスタにアクティブに参加しているシステムです。システム
の障害に対して訂正処理を実行したりクラスタトポロジー全体を維持するために、現在の
クラスタメンバーシップを正確に決定することは Symantec Cluster Server エンジン
（HAD）にとって非常に重要です。
クラスタメンバーシップの変更は、HAD がクラスタ内で障害対応を実行する必要があるか
どうかを決定するロジックの開始ポイントの 1 つです。
クラスタメンバーシップには 2 つの側面があります。クラスタへの初期参加と、クラスタの
稼働後にメンバーシップを決定する方法です。

クラスタメンバーシップへのシステムの初期参加
クラスタの初期ブート時に、LLT はハートビート信号を送信しているシステムを確認し、そ
の情報を GAB に伝えます。GAB はこの情報をクラスタメンバーシップのシーディング処
理で使います。

新しいクラスタのシーディング
シーディングは、クラスタ内のシステムの正確なメンバーシップ数を使って新しいクラスタ
が開始されることを保証します。これにより、初めての起動時に 1 つのクラスタが複数の
サブクラスタに分割する可能性がなくなります。
新しいクラスタは、次のように自動シーディングできます。
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■

クラスタの初期ブート時に、クラスタ内のすべてのシステムのシーディングが解除され
ます。

■

GAB は /etc/gabtab ファイル内を参照し、クラスタのメンバーとして宣言されたシス
テムの数を確認します。
クラスタ内で宣言されたシステムの数は次のように示されます。
/sbin/gabconfig -c -nN

ここで、変数 # はクラスタ内のシステム数で置き換えられます。
メモ: # をクラスタ内の正確なノード数に置き換えることをお勧めします。

■

各システムの GAB は、/etc/gabtab 内に宣言されている数と LLT からの入力に基
づいて正しい数のシステムが実行されていることを検出すると、シーディングを行いま
す。

■

クラスタで I/O フェンシングを有効にし、I/O フェンシングにを使用して GAB の自動
シーディング機能を設定した場合、GAB は一部のクラスタノードが使用不能であって
も自動的にクラスタをシーディング処理します。
p.323 の 「I/O フェンシングによる GAB 自動シーディングパラメータを使用したクラス
タのシーディング」 を参照してください。

■

シーディングされた各システムで HAD が開始されます。 HAD はシーディングされた
システム上でのみ実行されます。
HAD が HA 機能を提供できるのは GAB がシーディング済みのときに限られます。

p.324 の 「クラスタの手動シーディング」 を参照してください。

I/O フェンシングによる GAB 自動シーディングパラメータを使用し
たクラスタのシーディング
ノードの一部がクラスタで動作中でない場合、GAB ポートは発生しているスプリットブレイ
ンのリスクを回避しません。 そのような場合、コマンド gabconfig -x を使って GAB ポー
トを起動し、手動で GAB をシーディングできます。
p.324 の 「クラスタの手動シーディング」 を参照してください。
ただし、クラスタ内で I/O フェンシングを有効にした場合、I/O フェンシングはクラスタ内の
既存のスプリットブレインを処理できます。 GAB が自動的にクラスタをシーディングする
ように I/O フェンシングを設定できます。 次のように動作します。
■

クラスタのいくつかのノードが起動していない場合、GAB ポート（ポート a）はクラスタ
のすべてのメンバーノードで起動します。

■

コーディネーションポイントに、任意の非メンバーノードからのキーがなければ、I/O
フェンシング（GAB ポート b）も起動します。
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この機能はデフォルトでは無効です。 GAB の自動シーディング機能を有効にするには
/etc/vxfenmode ファイルの autoseed_gab_timeout パラメータを設定する必要があ
ります。
p.351 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。
I/O フェンシングの GAB 自動シーディングパラメータを有効にするには
この機能を有効にするには、/etc/vxfenmode ファイルの autoseed_gab_timeout
パラメータの値を 0 に設定します。

◆

ゼロより大きい値を設定すれば、GAB 自動シーディング機能を遅らせることができ
ます。 GAB はこの値に基づいて、指定された秒数間クラスタの自動シーディングを
遅らせます。
I/O フェンシングの GAB 自動シーディングパラメータを無効にするには
この機能を無効にするには、/etc/vxfenmode ファイルの autoseed_gab_timeout
パラメータの値を -1 に設定します。

◆

/etc/vxfenmode ファイルから該当する行を削除することもできます。

クラスタの手動シーディング
クラスタの手動シーディングの実行は、クラスタに参加するシステム数より /etc/gabtab
内に宣言されているクラスタシステム数のほうが多い場合に適しています。
この状況は、システムが保守で停止しているときにクラスタが起動された場合に発生する
可能性があります。
警告: 管理者がコマンドのリスクと影響を理解していないかぎり、クラスタを手動でシーディ
ングすることは推奨されません。

メモ:
クラスタで I/O フェンシングを有効にした場合、I/O フェンシングを使用して GAB の自動
シーディング機能を設定することにより、一部のクラスタノードが使用不能であっても GAB
で自動的にクラスタがシーディング処理されるようにすることができます。
p.323 の 「I/O フェンシングによる GAB 自動シーディングパラメータを使用したクラスタの
シーディング」 を参照してください。
クラスタの手動シーディングを実行する前に、クラスタに参加するシステムがハートビート
を互いに送受信できることを確認します。 クラスタ内にネットワーク分割状態が発生する
可能性がないことを確認します。
手動でクラスタをシーディングする前に、次の手順を実行します。
■

クラスタに参加するシステムがハートビートを互いに送受信できることを確認します。
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■

クラスタ内にネットワーク分割状態が発生する可能性がないことを確認します。

クラスタを手動でシーディングするには、次のコマンドを入力します。
/sbin/gabconfig -x

手動シーディングされたクラスタ内にシステム数の宣言はありません。 このコマンドを実
行すると、コマンドを実行したシステムと通信しているすべてのシステムがシーディングさ
れます。
そのため、クラスタ内の複数のノードでこのコマンドを実行しないようにしてください。
p.728 の 「シーディングと I/O フェンシング」 を参照してください。

継続するクラスタメンバーシップ
クラスタが起動されると、ピアシステムがクラスタ相互接続経由でシステムからハートビー
ト信号を受信しているかぎり、そのシステムはクラスタのアクティブメンバーとして残ります。
クラスタメンバーシップの変更は次のように確認されます。
■

システム上の LLT が、設定済みの任意の LLT インターフェースでシステムからのハー
トビートメッセージを事前設定された期間（peerinact）受信しなくなると、LLT はその
特定のシステムからのハートビートの消失を GAB に通知します。
この事前設定済みの時間はデフォルトでは 16 秒ですが、この時間は設定可能です。
set-timer peerinact コマンドを使用して、この事前定義済みの時間を設定でき
ます。 llttab マニュアルページを参照してください。
より高速のリンク障害検出を有効にすれば、LLT はリンク障害を即時に検出します。

■

LLT から GAB にハートビートの消失が通知されると、クラスタ内に残っている各シス
テムは、どのシステムが依然としてクラスタにアクティブに参加して、どのシステムが参
加していないかを調整して同意します。この処理は、GAB 安定タイムアウト（5 秒）と
呼ばれる期間に実行されます。
VCS には、システムが同意しない場合に実行される特定のエラー処理があります。

■

GAB はシステムを DOWN としてマーク付けし、システムをクラスタメンバーシップか
ら除外し、メンバーシップの変更をフェンシングモジュールに配信します。

■

フェンシングモジュールはメンバーシップアービトレーションを実行して、スプリットブ
レイン状態が存在しないようにして、また正常に機能し凝集性のある 1 つのクラスタだ
けが実行を続けるようにします。

フェンシングモジュールはデフォルトで有効になっています。
フェンシングモジュールが非アクティブ化された場合の動作について詳しくは、次の項を
確認してください。
p.362 の 「I/O フェンシングを使わない、クラスタメンバーシップとデータ保護について」 を
参照してください。
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メンバーシップアービトレーションについて
メンバーシップアービトレーションは認識されたメンバーシップの変更時に実行する必要
があります。システムが誤って停止される可能性があるためです。 システム上の LLT が、
設定済みの任意の LLT インターフェースで別のシステムからのハートビートメッセージを
受信しなくなると、GAB はそのシステムを DOWN としてマーク付けします。 ただし、クラ
スタの相互接続ネットワークに障害が発生していた場合は、システムに実際に障害が発
生していなくてもシステムに障害が発生したと示される可能性があります。 ほとんどの場
合、このような状況は不十分なクラスタ相互接続ネットワークインフラストラクチャが原因で
発生します。通常は、すべての通信リンクが単一点障害を経由するクラスタ相互接続ネッ
トワークインフラストラクチャで発生します。
すべてのクラスタ相互接続リンクに障害が発生した場合、1 つのクラスタが 2 つのサブク
ラスタに分割される可能性があります。このとき、一方のサブクラスタはもう一方のサブクラ
スタを認識していません。 2 つのサブクラスタは、切り離されたシステムに対して互いにリ
カバリ処理を実行する場合があります。 この状況をスプリットブレインと呼びます。
スプリットブレイン状態では、2 つのシステムが同じストレージのインポートを試みてデー
タ破損が発生する可能性があります。また、1 つの IP アドレスを 2 つの場所で有効にし
たり、同時に 2 つの場所でアプリケーションを誤って実行したりする可能性もあります。
メンバーシップアービトレーションは、このスプリットブレイン状態が発生しないことを保証
します。

メンバーシップアービトレーションのコンポーネントについて
メンバーシップアービトレーションのコンポーネントはフェンシングモジュールとコーディ
ネーションポイントです。
p.326 の 「フェンシングモジュールについて」 を参照してください。
p.327 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。

フェンシングモジュールについて
クラスタ内の各システムは vxfen と呼ばれるカーネル、つまりフェンシングモジュールを実
行します。 このモジュールは、メンバーシップ変更時にメンバーシップアービトレーション
処理を実行して現在の有効なクラスタメンバーシップを保証します。
vxfen は次の処理を実行します。
■

通常動作時はコーディネーションポイントに登録する

■

メンバーシップ変更時はコーディネーションポイントの制御権獲得競争を行う
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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。VCS 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。 シマンテック社では、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。VCS 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、単一のハードウェアパ
スでも IO フェンシングには DMP ディスクポリシーしか使うことができません。
詳しくは『Symantec 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 VCS 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 VCS 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 VCS 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 VCS クラスタから自己登録解除する

このアクティブな VCS 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 VCS 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 VCS 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 VCS 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 クラスタ内のスプ
リットブレインを防ぎます。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。

p.332 の 「優先フェンシングのしくみ」 を参照してください。
p.428 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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フェンシングモジュールの起動方法
フェンシングモジュールは次のように起動されます。
■

コーディネータディスクがディスクグループに配置されます。
これにより、フェンシング起動スクリプトは、Veritas Volume Manager（VxVM）コマン
ドを使って、どのディスクがコーディネータディスクであるか、およびコーディネータディ
スクへのどのパスが存在するかを簡単に確認できます。このディスクグループはイン
ポートされません。また他の目的で使用されることはありません。

■

各システムのフェンシング起動スクリプトは、VxVM コマンド実行し、コーディネータ
ディスクへの利用可能なパスを使ってファイル /etc/vxfentab を設定します。
p.351 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。

■

フェンシングドライバは開始時に /etc/vxfentab ファイルから物理ディスク名を読み取
ります。フェンシングドライバはこの物理ディスク名を使って、コーディネータディスク
のシリアル番号を確認し、メモリ内にドライブリストを構築します。

■

フェンシングドライバは、クラスタですでに稼動している複数のシステムが同一のコー
ディネータディスクを参照すること検証します。
フェンシングドライバは GAB ポート B でメンバーシップ情報を調べます。 稼動して
いる他のシステムがない場合、これが稼動している最初のシステムとなり、正しいコー
ディネータディスク設定を持つとみなされます。 新しいメンバーが参加すると、フェン
シングドライバはコーディネータディスクの設定を要求します。 最小の LLT ID を持つ
システムは、コーディネータディスクのシリアル番号のリストで応答します。 一致があ
る場合、新しいメンバーはクラスタに参加します。一致がない場合、vxfen はエラー状
態になり、新しいメンバーは参加できません。この処理によって、すべてのシステムが
同じコーディネータディスクと通信するようになります。

■

フェンシングドライバは、すでにスプリットブレイン状態が発生している可能性があるか
どうかを確認します。
この処理では、コーディネータディスク上にキーを持つすべてのシステムが現在の
GAB メンバーシップにも含まれていることが確認されます。この確認が失敗すると、
フェンシングドライバは警告をコンソールとシステムログに表示して停止します。

■

すべての確認が成功すると、各システムのフェンシングドライバはキーを各コーディ
ネータディスクに登録します。
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クラスタ内のコーディネータディスクのトポロジー

図 9-5
システム 0

システム 1

システム 2

システム 3

LLT リンク

SAN 接続
コーディネータディスク

メンバーシップアービトレーションの機能
クラスタの起動時に、すべてのシステムは一意のキーをコーディネータディスクに登録し
ます。キーはクラスタとノードに固有のもので、LLT クラスタ ID と LLT システム ID に基づ
いています。
p.382 の 「I/O フェンシング登録キーの形式について」 を参照してください。
認識されたメンバーシップの変更がある場合、メンバーシップアービトレーションは次のよ
うに動作します。
■

GAB はシステムを DOWN としてマーク付けし、システムをクラスタメンバーシップか
ら除外し、メンバーシップの変更（切り離されたシステムのリスト）をフェンシングモジュー
ルに配信します。

■

クラスタ内で最小の LLT システム ID を持つシステムがコーディネータディスクの制御
権の獲得競争に参加します。

■

■

最も一般的なケース（切り離されたシステムが実際に停止したか障害を起こしてい
る場合）では、この競争の参加者は 1 システムだけです。

■

2 つ以上のサブクラスタが形成されているスプリットブレインのシナリオでは、コー
ディネータディスク制御権の獲得競争は、サブクラスタの最小の LLT システム ID
を持つシステムによって行われます。サブクラスタ内の他のすべてのシステムに代
わって制御権の獲得競争に参加するシステムは RACER ノードと呼ばれ、サブク
ラスタ内の他のシステムは SPECTATOR ノードと呼ばれます。

I/O フェンシング制御権獲得では、RACER ノードでパニックが発生するか、コーディ
ネーションポイントに到達できない場合、VxFEN RACER ノードの再選択機能によっ
て次に低いノード ID を持つサブクラスタ内の代替ノードが RACER ノードの役割を
担います。
RACER 再選択は、次の手順で行われます。
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■

RACER ノードに予期しないパニックが発生した場合、VxFEN ドライバは RACER
の再選択を開始します。

■

RACER ノードがコーディネーションポイントの過半数に到達していない場合、
VxFEN モジュールはサブクラスタ内の他のノードに RELAY_RACE メッセージ
を送ります。 次に、VxFEN モジュールは次に低いノード ID を新しい RACER と
して再選します。

■

再選が連続して行われ、サブクラスタに RACER ノードとして再選できるノードが
残されていない場合、サブクラスタ内のすべてのノードにパニックが発生します。

■

この競争では、GAB メンバーシップから除外された可能性のある各システムの各キー
に対して獲得と中止コマンドが実行されます。
獲得と中止コマンドは、有効なキーを持つ登録済みシステムだけに別のシステムの
キーを削除することを許可します。したがって、他の削除を試みるシステムが複数あっ
ても、各競争の勝者は 1 つだけになります。獲得と中止コマンドを実行する最初のシ
ステムが勝者となり、他のシステムのキーを削除します。 獲得と中止コマンドを実行す
る 2 番目のシステムはキーの削除を実行できません。そのシステムは有効なキーを
持つ登録済みのシステムではなくなっているためです。
クラスタレベルの属性 PreferredFencingPolicy の値が System、Group、Site のい
ずれかの場合、競争時に VxFEN Racer ノードはローカルサブクラスタと残りのサブ
クラスタのすべてのノードの重みを集計します。残りのパーティションの（ノードの重み
の）合計のほうが大きい場合、このパーティションの競合者はコーディネーションポイ
ントに対する競合を遅らせます。 これにより、より重要なサブクラスタが効果的に優先
され、制御権を獲得します。 クラスタレベルの属性 PreferredFencingPolicy の値が
Disabled の場合は、遅延はノード数の合計に基づいて計算されます。
p.328 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。

■

獲得と中止コマンドから成功が返された場合、そのシステムはコーディネータディスク
の制御権を獲得しています。
各システムはすべてのコーディネータディスクに対してこの制御権獲得競争を繰り返
します。 コーディネータディスクの過半数から他のシステムの登録キーを削除したシ
ステムが競争の勝者（制御権の獲得者）になります。

■

制御権を獲得したシステムでは、vxfen モジュールが、このシステムに制御権獲得競
争の代表を任せた他のすべてのシステムに、制御権を獲得したことおよびサブクラス
タは依然として有効であることを通知します。

■

制御権を獲得できなかったシステムでは、vxfen モジュールがシステムパニックを引
き起こします。このサブクラスタ内の他のシステムはパニックに気付き、コーディネータ
ディスクの制御を失ったことを確認し、同様にパニックを引き起こして再起動します。

■

再起動時に、システムはクラスタへのシーディングを試みます。
■

再起動されたシステムが、/etc/gabtab 内に定義された数のクラスタシステムとハー
トビートを交換できれば、そのシステムは自動的にシーディングされ、引き続きクラ
スタに参加します。コーディネータディスク上のそのシステムのキーは置き換えら
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れます。この状況が発生するのは、メンバーシップ変更の本来の原因が再起動中
に解決した場合のみです。
■

再起動されたシステムが、/etc/gabtab 内に定義された数のクラスタシステムとハー
トビートを交換できなければ、そのシステムは自動的にシーディングされず、HAD
は開始されません。これはスプリットブレイン状態の可能性があります。管理者の
介入が必要です。

■

クラスタで I/O フェンシングを有効にし、I/O フェンシングにを使用して GAB の自
動シーディング機能を設定した場合、GAB は一部のクラスタノードが使用不能で
あっても自動的にクラスタをシーディング処理します。
p.323 の 「I/O フェンシングによる GAB 自動シーディングパラメータを使用したク
ラスタのシーディング」 を参照してください。

メモ: この時点で手動シーディングを強制すれば、クラスタはシーディングされます。
ただし、コーディネータディスク上にキーを持つシステムと GAB のメンバーシップを
フェンシングモジュールが照合するときに不一致が発生します。vxfen はスプリットブ
レイン状態の可能性を検出し、警告を表示して、起動を停止します。同様に、HAD も
開始されません。管理者の介入が必要です。
p.324 の 「クラスタの手動シーディング」 を参照してください。

優先フェンシングのしくみ
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。 ネットワーク分割時に、各サブクラスタの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獲得しようと競争します。 コーディネーションポイントの
大部分を獲得するサブクラスタが生存する一方で、フェンシングドライバが他のすべての
サブクラスタのノードでシステムパニックを引き起こします。 デフォルトでは、コーディネー
ションポイントを獲得するための競争時に、フェンシングドライバは、最大数のノードが含
まれるサブクラスタを優先します。
このデフォルトの獲得時の優先動作では、任意のノード上のオンラインであるアプリケー
ショングループまたは任意のサブクラスタのシステムの処理能力は考慮されません。 たと
えば、2 ノードのクラスタがあり、1 つのノードでアプリケーションを設定しており、もう 1 つ
のノードはスタンバイノードであるとします。 ネットワーク分割が発生し、スタンバイノード
が競争に勝った場合、アプリケーションが実行されているノードではパニックが発生し、
VCS ではスタンバイノードでアプリケーションをオンラインにする必要が生じます。 この動
作により、中断が発生し、生存するノードにアプリケーションがフェールオーバーされ、再
起動されるまでの時間がかかります。
優先フェンシング機能を使用することで、フェンシングドライバが生存するサブクラスタを
判断する方法を指定できます。 優先フェンシングソリューションでは、ノードの重みと呼ば
れるフェンシングパラメータを利用します。 VCS は、特定の VCS 属性を使ってユーザー
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が提供するオンラインアプリケーション、システムの処理能力、およびサイトの優先設定の
詳細情報に基づいてノードの重みを計算し、フェンシングドライバに渡してコーディネー
ションポイントの獲得競争の結果に影響を与えます。競争時に、競争するノードはローカ
ルサブクラスタと離脱するサブクラスタのすべてのノードの重みを集計します。 離脱する
サブクラスタの（ノードの重みの）合計の方が大きい場合、このサブクラスタの競争するノー
ドは、コーディネーションポイントの獲得競争を遅らせます。 したがって、重要なシステム
または重要なアプリケーションがあるサブクラスタが競争に勝ちます。
優先フェンシング機能では、次の競争のポリシー値を取るクラスタレベルの属性
PreferredFencingPolicy が使われます。
■

Disabled （デフォルト）: 優先フェンシングは無効です。
PreferredFencingPolicy 属性の値を Disabled に設定すると、VCS は競争ポリシー
に基づいてカウントを設定し、ノードの重みの値を 0 にリセットします。

■

System: サブクラスタ内のシステムの処理能力に基づきます。
アーキテクチャ、CPU 数、またはメモリという観点で、あるシステムが他のシステムより
処理能力が高い場合、このシステムがフェンシングの競争において優先されます。
PreferredFencingPolicy 属性の値を System に設定すると、VCS は、システムレベ
ルの属性 FencingWeight に基づいてノードの重みを計算します。
p.841 の System attributes を参照してください。

■

Group: サブクラスタ内の優先度が高いアプリケーションに基づきます。
フェンシングドライバは、任意のサブクラスタのノード上のオンラインであるサービスグ
ループを考慮に入れます。
ネットワークパーティションでは、I/O フェンシングによってコーディネーションポイント
の競争に参加するすべてのノード上で VCS エンジンが実行しているかどうかが特定
されます。すべてのノードで VCS エンジンが実行している場合は、優先度が高いサー
ビスグループがあるノードがフェンシング時に優先されます。
ただし、優先度が高いサービスグループを持つノード上の VCS エンジンインスタン
スが何らかの理由で強制終了されている場合は、I/O フェンシングはそのノードの優
先フェンシングノードの重みをゼロにリセットします。I/O フェンシングは、メンバーシッ
プアービトレーションにそのノードを優先しません。その代わり、優先度の低いサービ
スグループがあるノードでも、VCS エンジンが実行しているノードを優先します。
VCS エンジンと I/O フェンシング間に同期がない場合は、VCS エンジンが実行して
いなくても優先度が高いサービスグループを持つノードが優先されます。つまり、優
先されなかったノード上のサービスグループが、生存するノードにフェールオーバー
できない状況であるということです。
PreferredFencingPolicy 属性の値を Group に設定すると、VCS は、アクティブであ
るそれらのサービスグループのグループレベルの属性 Priority に基づいてノードの
重みを計算します。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。

■

Site: サブクラスタ内のサイトに割り当てられた優先度に基づきます。
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クラスタ属性の SiteAware を 1 に設定した場合にのみ、サイトポリシーが利用できま
す。VCS は優先度が高いサイト内のノードに高い重みを設定し、優先度が低いサイ
ト内のノードに低い重みを設定します。ノードの累積した重みが一番高いサイトが優
先サイトになります。サイト間のネットワークパーティションでは、コーディネーションポ
イントの獲得競争で優先されたサイトのノードを持つサブクラスタを VCS は優先しま
す。
p.874 の 「サイト属性」 を参照してください。
p.428 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。

サーバーベースの I/O フェンシングについて
ディスクベースの I/O フェンシングの実装で、vxfen ドライバは SCSI-3 PR ベースのアー
ビトレーション操作をすべてドライバ内部で処理します。 I/O フェンシングはカスタマイズ
されたフェンシングと呼ばれるフレームワークも提供します。このフレームワークでは、アー
ビトレーション操作はカスタムスクリプトとして実装されます。 vxfen ドライバはカスタムスク
リプトを呼び出します。
CP サーバーベースのコーディネーションポイントでは、カスタマイズされたフェンシング
のフレームワークを使います。SCSI-3 PR 型のフェンシングアービトレーションをカスタマ
イズされたフェンシングフレームワークを使用して有効にすることもできます。これにより、
ユーザーはカスタマイズされたフェンシングを使って、SCSI-3 LUN と CP サーバーの組
み合わせをコーディネーションポイントとして指定できます。カスタマイズされたフェンシン
グは、/etc/vxfenmode ファイルで vxfen_mode=customized および
vxfen_mechanism=cps を指定することによって有効にできます。
図 9-6 に、カスタマイズされたフェンシングオプションの概念図を示します。
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カスタマイズされたフェンシング

図 9-6

SCSI-3 LUN

CP サーバー

cpsadm
vxfenadm

クライアントのクラスタ
ノード

カスタマイズされた
スクリプト

ユーザー領域

vxfend

VXFEN
カーネル領域

GAB

LLT

ユーザーレベルのデーモン vxfend は vxfen ドライバと対話し、vxfen ドライバは GAB
と対話してノードのメンバーシップ更新を取得します。メンバーシップ更新を受信すると、
vxfend は各種のスクリプトを呼び出してコーディネーションポイントの制御権を獲得し、
データディスクを遮蔽します。vxfend デーモンは各種のフェンシングエージェントを管理
します。カスタマイズされたフェンシングスクリプトは
/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/customized/cps ディレクトリにあります。
該当するスクリプトには次のものがあります。
■

generate_snapshot.sh : コーディネータディスクの SCSI ID や CP サーバーの
UUID を取得します。
CP サーバーは、/etc/VRTScps/db/current/cps_uuid に格納されている UUID
を使います。
p.38 の 「クラスタ UUID について」 を参照してください。
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■

join_local_node.sh: コーディネータディスクまたは CP サーバーにキーを登録しま
す。

■

race_for_coordination_point.sh: クラスタ再設定後、勝者を決定するために競合し
ます。

■

unjoin_local_node.sh : join_local_node.sh で登録されるキーを削除します。

■

fence_data_disks.sh: 接続を失ったノードによるアクセスからデータディスクをフェン
シングします。

■

local_info.sh: vxfen ドライバによって使われるローカルノードの設定パラメータとコー
ディネーションポイントを表示します。

CP サーバーによって提供される I/O フェンシングの拡張
CP サーバーの設定は次の新しい機能の提供によってディスク型の I/O フェンシングを
拡張します。
■

CP サーバーの設定は拡張性があり、3 つの CP サーバーによる設定で複数 VCS
クラスタに I/O フェンシングを提供できます。単一の CP サーバーの設定は多数の
VCS クラスタに対応できるので複数の VCS クラスタの配備の費用は大幅に減らすこ
とができます。

■

適切に配置された CP サーバーにより、I/O フェンシングプロセスのコーディネータ
ディスクの場所バイアスを除去できます。 たとえば、こうした位置的な偏りは、設備面
の制限によって 3 つのコーディネータディスクのうち 2 つを単一サイトに配置し、コス
ト不足のため 3 つ目のコーディネータディスクの配置先を整備できないような状況で
起きることがあります。
p.337 の 図 9-7 を参照してください。
このような設定では、2 つのコーディネータディスクのあるサイトがアクセス不能の場
合、他のサイトはコーディネーションポイントの大半が不足するため存続しません。 I/O
フェンシングは 3 つ目のサイトへ SAN を拡張することを要求しますが、これは適切な
解決策ではない場合があります。 代替方法は、CP サーバーを 3 つ目のコーディ
ネーションポイントとしてリモートサイトに配置することです。

メモ: CP サーバーは SCSI-3 準拠コーディネータディスクに依存する必要のない代替の
アービトレーションメカニズムを提供します。 Cluster Volume Manager（CVM）でのデー
タディスクフェンシングには、依然として SCSI-3 I/O フェンシングが必要です。
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サイト 1 でのコーディネータディスクの非対称配置

図 9-7

サイト 1

サイト 2

ノード 1

ノード 2
パブリック
ネットワーク

コーディネータディスク #1

SAN
コーディネータディスク #3

コーディネータディスク #2

マジョリティベースフェンシングについて
マジョリティベースフェンシングモードは、コーディネーションポイントが不要なフェンシン
グ機構です。共有ディスクまたは空きノードをコーディネーションポイントまたはサーバー
として使う必要はありません。
フェンシング機構では信頼できる調停方法が用意されていて、CP サーバーや共有
SCSI3 ディスクなどの追加ハードウェアを設定が不要です。スプリットブレインのシナリオ
では、調停はサブクラスタ間の「過半数」のノードに基づいて行われます。
マジョリティベースフェンシング: クラスタ内のノード（現在のメンバーシップ）の総数が N
で定義されている場合、過半数は N/2 + 1 です。
リーダーノード: クラスタ内のノード ID が最も小さいノード（スプリットブレインの発生前）
は、リーダーノードと呼ばれます。引き分けの場合は、このノードが役割を果たします。

マジョリティベース I/O フェンシングの動作方法
ネットワーク分割が発生すると、各サブクラスタ内の 1 つのノードが RACER ノードとして
選択され、それ以外のノードが SPECTATOR ノードとして指定されます。マジョリティベー
スフェンシングではコーディネーションポイントが使われないため、サブクラスタがスプリッ
トブレインのシナリオ後に勝者を決定するために実際の競争に関与することはありませ
ん。過半数のノードを含むサブクラスタは存続しますが、残りのサブクラスタ内のノードは
オフラインになります。
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勝利したサブクラスタを決定する場合は、次のアルゴリズムが使われます。

1

ネットワーク分割前の、現在の GAB メンバーシップ内のノード ID が最小のノード
が、フェンシング競争のリーダーノードとして指定されます。

2

ネットワーク分割が発生すると、各 RACER サブクラスタはパーティション内のノード
数を計算して、残りのパーティションのノード数と比較します。

3

RACER のパーティションが過半数を占めていない場合、RACER は自分自身を含
むパーティション内のすべてのノードに LOST_RACE メッセージを送信して、すべ
てのノードがパニックになります。一方、RACER のパーティションが過半数を占め
ている場合、RACER はすべてのノードに WON_RACE メッセージを送信します。
したがって、過半数のノードを含むパーティションは存続します。

過半数ベースの I/O フェンシングメカニズム用クラスタ過半数の決
定
ネットワーク分割の発生時には、クラスタ過半数を決定するための注意事項:
1.

現在のメンバーシップ内の奇数のクラスタノード: ネットワーク分割時に 1 つのサブ
クラスタで過半数を取得します。

2.

現在のメンバーシップの偶数のクラスタノード: ネットワーク分割時に、両方のサブク
ラスタに等しい数のノードがあります。リーダーノード付きのパーティションは過半数
として扱われ、そのパーティションが存続します。
1 つのサブクラスタに他のサブクラスタより多くのノードがあるような不均等なネット
ワーク分割の場合には、過半数のサブクラスタが過半数を取得し、存続します。

CP サーバーの高可用性化について
マルチノードの CP サーバークラスタを設定する場合、CP サーバーノードに SFHA をイ
ンストールして設定します。 このサーバークラスタを設定しない場合は、シングルノードに
VCS をインストールして設定します。
両方の設定とも、VCS は CP サーバープロセスのローカルな起動および停止を提供し、
NIC、IP アドレスなどの依存関係に対応します。 さらに VCS は、プロセスに障害が発生
した場合に CP サーバープロセスを再起動することもできます。
VCS は CP サーバーにアクセスするのに複数のネットワークパスを使うことができます。
あるネットワークパスが障害になっても、CP サーバーは再起動を必要とせず、他の利用
可能な仮想 IP アドレスの 1 つで応答準備し続けます。
CP サーバープロセスを高可用性にするには、次のタスクの実行が必要です。
■

CP サーバーシステムに SFHA をインストールして設定します。

■

CP サーバープロセスをフェールオーバーサービスグループとして設定します。
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■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定して、共有 CP サーバーデータベースを保
護します。

メモ: シマンテック社では、CP サーバーのホストに使う SFHA クラスタまたはシングルノー
ドで、別のアプリケーションを実行しないことをお勧めします。
1 つの CP サーバーで最大 128 の VCS クラスタ まで対応できます。一般的な CP サー
バーセットの場合も、最大 128 の VCS クラスタ まで対応できます。

CP サーバーデータベースについて
CP サーバーは VCS クラスタ のノードの登録キーを格納するためにデータベースを必
要とします。 CP サーバーは処理に SQLite データベースを使います。 デフォルトでは、
データベースは /etc/VRTScps/db にあります。
CP サーバーのホストが単一ノード VCS クラスタの場合、データベースはローカルファイ
ルシステムに配置できます。 CP サーバーをホストする SFHA クラスタの場合、データ
ベースは共有ファイルファイルシステムに配置する必要があります。ファイルシステムは
SFHA クラスタの一部であるすべてのノード間で共有する必要があります。
CP サーバーのホストである SFHA クラスタで、共有データベースは SCSI-3 PR ベース
の I/O フェンシングを設定することによって保護されます。 SCSI-3 PR 型の I/O フェン
シングはスプリットブレインシナリオから保護します。
警告: CP サーバーのデータベースは、直接編集してはならず、cpsadm（1M）を使っての
みアクセスする必要があります。 データベースを手動で操作すると、システムパニックな
ど望ましくない結果が発生する場合があります。

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.340 の 図 9-8 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.341 の 図 9-9 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
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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.341 の 図 9-10 を参照してください。
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 9-8 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 9-8

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 9-9 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 9-9

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 9-10 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 9-10

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)
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CP サーバーのサービスグループについて
CP サーバーのサービスグループ（CPSSG）は VCS サービスグループです。CP サー
バーを使う I/O フェンシング構成には CP サーバーのサービスグループが必要です。
Quorum エージェントを使って、CP サーバーサービスグループのフェールオーバーポ
リシーを設定できます。 CP サーバーは Quorum エージェントを使って、CP サーバー
の仮想 IP アドレスを監視します。
p.343 の 「CP サーバーの Quorum エージェントについて」 を参照してください。
図 9-11 では、CP サーバーのホストが単一ノード VCS クラスタである場合の、CPSSG
グループとその依存関係の概略を示します。
図 9-11

CP サーバーがシングルノード VCS クラスタでホストされるときの
CPSSG グループ

vxcpserv

quorum

cpsvip

cpsnic

図 9-12 は、CP サーバーのホストが SFHA クラスタである場合の、CPSSG グループと
その依存関係の概略図です。
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図 9-12

CP サーバーが SFHA クラスタでホストされるときの CPSSG グループ
vxcpserv

quorum

cpsmount

cpsvip

cpsvol

cpsnic

cpsdg

CP サーバーの Quorum エージェントについて
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）は、Quorum エージェントを使用し
て CP サーバーの IP アドレスを監視します。 このエージェントは、VRTScps パッケージ
の一部としてインストールされています。 エージェントの関数には、online、monitor、
offline、clean があります。
Quorum エージェントを使って、CP サーバーサービスグループのフェールオーバーポ
リシーを設定できます。
Quorum エージェントの属性は、次のとおりです。
■

QuorumResources
この属性は、エージェントが監視する必要がある IP リソースを定義します。

■

Quorum
Quorum 属性の値によって、CP サーバーが起動するために必要な仮想 IP アドレス
の最小数が決まります。 デフォルト値は 1 です。

■

状態（State）
この属性は、Quorum がしきい値に達した場合に Quorum エージェントログファイル
にログメッセージを通知レベルで表示するために使われます。この属性は、VCS の
内部で使用されるため、編集できません。ログファイルは
/var/VRTSvcs/log/Quorum_A.log にあります。

Quorum エージェントのリソースタイプ定義は、次のとおりです。
type Quorum (
static str ArgList[] = { QuorumResources, Quorum, State }
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str QuorumResources[]
int Quorum = 1
)

CP サーバーのユーザータイプと権限について
CP サーバーは次のユーザー種類をサポートし、それぞれのユーザーが異なるアクセス
レベルの権限を持ちます。
■

CP サーバーの管理者（admin）

■

CP サーバーのオペレータ

アクセスレベルの権限が異なるとユーザーが発行できるコマンドも異なります。ユーザー
が CP サーバーの admin ユーザーでもなく CP サーバーのオペレータユーザーでもな
い場合、ユーザーはゲストステータスを持ち、限られたコマンドを発行できます。
ユーザー種類とアクセスレベルの権限は、フェンシング用の VCS クラスタ設定の間に
個々のユーザーに割り当てられます。 インストール処理中、ユーザー名、パスワード、お
よびアクセスレベルの権限（CP サーバーの admin または CP サーバーのオペレータ）
を入力するよう求められます。
CP サーバーを管理し、操作するには、少なくとも CP サーバー の admin である必要が
あります。
CP サーバーのルートユーザーはすべての管理者権限を与えられ、すべての CP サー
バー固有の操作を実行するためにこれらの管理者権限を使用できます。

VCS クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について
データセンターでは、VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー間の TCP/IP
通信のセキュリティを確保する必要があります。 通信チャネルのセキュリティには、暗号
化、認証、および認可が含まれます。
CP サーバーのノードまたはクラスタは、コーディネーションポイントとして自身と通信する
VCS クラスタノードの真正性を確認し、既知の VCS クラスタノードからの要求のみを受
け入れるようにする必要があります。 不明なクライアントからの要求は非認証として拒否さ
れます。 同様に、VCS クラスタ内のフェンシングフレームワークは、CP サーバーを使っ
てフェンシング操作を実行しているのが認証済みのユーザーであることを確認する必要
があります。
CP サーバーと VCS クラスタ間のセキュア通信の 2 つのモードは以下のとおりです。
■

Symantec Product Authentication Service（AT）（IPM ベースのセキュア通信）

■

HTTPS 通信

Symantec Product Authentication Services（AT）: 認証が行われるエンティティはプリ
ンシパルと呼ばれます。VCS クラスタノード上で、現在の VCS インストーラはクラスタ内
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の各ノード上で認証サーバーの信用証明を作成します。 また、信用証明を認証する
vcsauthserver を作成します。 次にインストーラは、セキュアモードでの VCS の起動に
進みます。通常、セキュリティが設定された既存の VCS クラスタでは、vcsauthserver は
各クラスタノード上で動作します。
HTTPS 通信: SSL インフラは通信が安全であることを確認するために、クライアントクラ
スタ証明書と CP サーバー証明書を使います。 HTTPS モードは、認証サーバーのクレ
デンシャルを作成するためにブローカーメカニズム使いません。

Symantec Product Authentication Service（AT）を使って CP サー
バーと VCS クラスタ間の通信を保護する方法
CP サーバーと VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）ノードの通信には、次のエンティ
ティが関係します。
■

CP サーバー用の vxcpserv

■

VCS クラスタノード用の cpsadm

図 9-13 に、CP サーバーと VCS クラスタ上でセキュリティを有効にした場合の終端間通
信フローの概略図を示します。
CP サーバーと VCS クラスタ上でセキュリティを有効にした場合の終
端間通信フロー

図 9-13

CP サーバー
（vxcpserv）

vcsauthserver

CP
クライアント
（cpsadm）

vcsauthserver

クライアントクラスタノード

CP サーバーと VCS クラスタノード上でセキュリティを設定した状態の、両者間の通信フ
ローは次のようになります。
■

初期設定:
CP サーバーと VCS クラスタノードの ID は、VCS インストーラによってそれぞれノー
ドで設定されます。
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メモ: フェンシングの設定時に、インストーラは CP サーバーとアプリケーションクラス
タ間の信頼を確立して、vxcpserv プロセスでアプリケーションクラスタノードからの要
求を認証できるようにします。 I/O フェンシングを手動で設定した場合は、CP サー
バーとアプリケーションクラスタ間の信頼を設定する必要があります。
cpsadm コマンドは環境変数 CPS_USERNAME、CPS_DOMAINTYPE からユー

ザー名、ドメインタイプを取得します。cpsadm コマンドを手動で実行する前に、これら
の変数をエクスポートします。 カスタマイズされたフェンシングフレームワークは cpsadm
のコマンドを実行する前にこれらの環境変数を内部でエクスポートします。
CP サーバーのプロセス（vxcpserv）が使うそのプロセス自身のユーザー
（CPSERVER）は、ローカルの vcsauthserver に追加されます。
■

認証ブローカーからのクレデンシャルの取得:
cpsadm コマンドは、ローカルノードにある既存の信用証明を取得しようとします。イン
ストーラはこれらの信用証明をフェンシングの設定中に生成します。
vxcpserv プロセスは、ローカルノードにある既存の信用証明を取得しようとします。
インストーラはこれらの信用証明をセキュリティを有効にするときに生成します。

■

CP サーバーと VCS クラスタノード間の通信:
CP サーバーが信用証明を確立し、稼動状態になると、CP サーバーでクライアントか
らデータを受信する準備が整います。 cpsadm コマンドで信用証明を取得し、CP
サーバーの信用証明を認証すると、cpsadm は CP サーバーに接続します。CP サー
バーにデータが渡されます。

■

検証:
特定の VCS クラスタノードからデータを受信すると、vxcpserv はその信用証明を検
証します。 検証が失敗した場合、接続要求データは拒否されます。

HTTPS プロトコルを使用した、CP サーバーと VCS クラスタ間での
セキュリティで保護された通信の動作
HTTPS は、SSL/TLS（Secure Sockets Layer/Transport Layer Security）経由の HTTP
通信です。 HTTPS では、クライアントとサーバー間の通信は PKI（Public Key
Infrastructure）を使用して安全に行うことができます。HTTPS は、セキュリティ保護され
た通信を行うためにインターネットで広く利用されている業界標準プロトコルです。 エン
ティティのプライベートキーを使用して暗号化されたデータを解読するには、その公開
キーを使用することが必須となります。 認証局（CA）などの共通の信頼済みエンティティ
は、自分の証明書に署名してクライアントとサーバーの ID を確認します。 CP サーバー
配備では、サーバーおよびクライアントには自分のプライベートキー、共通の CA によっ
て署名される個別の証明書、CA の証明書があります。 CP サーバーでは、OpenSSL
からの SSL 実装がセキュリティで保護された通信のための HTTPS の実装に使用され
ます。
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CP サーバーと VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）ノードの通信には、次のエンティ
ティが関係します。
■

CP サーバー用の vxcpserv

■

VCS クラスタノード用の cpsadm

CP サーバーと VCS クラスタノード上でセキュリティを設定した状態の、両者間の通信フ
ローは次のようになります。
■

初期設定:
CP サーバーと VCS クラスタノードの ID は、VCS インストーラによってそれぞれノー
ドで設定されます。
メモ: HTTPS を使用したセキュリティで保護された通信に対して、CP サーバーとア
プリケーションクラスタ間で信頼を確立する必要はありません。
署名されたクライアント証明書がクライアントの ID を確立するのに使用されます。CP
サーバーがクライアントを認証すれば、クライアントは自分のクラスタに制限される操
作コマンドを発行することができます。

■

認証ブローカーからのクレデンシャルの取得:
cpsadm コマンドは、ローカルノードにある既存の信用証明を取得しようとします。イン
ストーラはこれらの信用証明をフェンシングの設定中に生成します。
vxcpserv プロセスは、ローカルノードにある既存の信用証明を取得しようとします。
インストーラはこれらの信用証明をセキュリティを有効にするときに生成します。

■

CP サーバーと VCS クラスタノード間の通信:
CP サーバーが信用証明を確立し、稼動状態になると、CP サーバーでクライアントか
らデータを受信する準備が整います。 cpsadm コマンドで信用証明を取得し、CP
サーバーの信用証明を認証すると、cpsadm は CP サーバーに接続します。CP サー
バーにデータが渡されます。

■

検証:
特定の VCS クラスタノードからデータを受信すると、vxcpserv はその信用証明を検
証します。 検証が失敗した場合、接続要求データは拒否されます。

CP サーバーと VCS クラスタ上のセキュリティ設定の詳細
ここでは CP サーバーと VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）のセキュリティ設定の詳
細を説明します。

Symantec Product Authentication Services（AT）セキュアモードの設定
以下は CP サーバーと VCS クラスタ間のセキュリティで保護された通信の設定です:
■

CP サーバーの設定:
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インストーラにより、次の値を持つユーザーが作成されます:
■

username: CPSERVER

■

domainname: VCS_SERVICES@cluster_uuid

■

domaintype: vx

設定を確認するには、CP サーバーで次のコマンドを実行します:
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred

メモ: CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）は security=0 を指定する行を
含みません。 security パラメータを指定する行がない、または security=1 を指定す
る行がある場合、CP サーバーのセキュリティは有効（デフォルト値です）になります。

■

VCS クラスタノードの設定:
VCS クラスタで、インストーラは、フェンシングの設定中に次の値を持つ cpsadm の
ユーザーを作成します。
■

username: CPSADM

■

domainname: VCS_SERVICES@cluster_uuid

■

domaintype: vx

セキュリティ設定を確認するには、VCS クラスタノードで次のコマンドを実行します:
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSADM
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred

上で説明したユーザーは、CP サーバーと VCS クラスタノード間の通信の認証のみに使
用されます。
CP サーバーの認証では、セキュリティが設定されている場合、VCS クラスタ上のカスタ
マイズされたフェンシングフレームワークで次のユーザーが使用されます。
CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid
ここで、cluster_uuid はアプリケーションクラスタの汎用一意識別子です。
各 VCS クラスタノードで、VCS クラスタノードでのフェンシングを開始する前にこのユー
ザーが CP サーバーデータベースに登録される必要があります。 これは次のコマンドを
実行することによって確認できます。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

コマンドの出力の例を次に示します。
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Username/Domain Type
CPSADM@VCS_SERVICES@77a2549c-1dd2-11b2-88d6-00306e4b2e0b/vx
Cluster Name / UUID
Role
cluster1/{77a2549c-1dd2-11b2-88d6-00306e4b2e0b} Operator

メモ: 各クライアントのノードの設定ファイル（/etc/vxfenmode）は security=0 を指定する
行を含みません。 security パラメータを指定する行がない、または security=1 を指定す
る行がある場合、クライアントノードはセキュリティが有効な状態（デフォルト値です）で起
動します。

HTTPS セキュアモードの設定
以下は CP サーバーと VCS クラスタ間のセキュリティで保護された通信の設定です:
■

CP サーバーの設定:
インストーラにより、次の値を持つユーザーが作成されます:
■

CP サーバーおよび CP サーバークライアント証明書

■

vxcps.conf ファイルの仮想 IP アドレスに対する仮想 IP アドレスおよびポート。

設定を確認するには、CP サーバーで次のコマンドを実行します:
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred
■

VCS クラスタノードの設定:
VCS クラスタの場合、インストーラはサーバー上に作成された CP サーバークライア
ント証明書をクライアントノードにコピーします。
■

vxfenmode ファイルの仮想 IP アドレスに対する仮想 IP アドレスおよびポート。

非セキュアモードの設定
非セキュアモードでは、認可のみが CP サーバーで提供されます。 パスワードは要求さ
れません。 認証と暗号化は提供されません。 「vx」ドメインタイプの「cpsclient@hostname」
のユーザークレデンシャルは、CP サーバーまたは VCS クラスタノード間の通信のカス
タマイズされたフェンシングフレームワークによって使われます。
各 VCS クラスタノードで、VCS クラスタノードでのフェンシングを開始する前にこのユー
ザーが CP サーバーデータベースに追加される必要があります。 ユーザーは次のコマ
ンドを発行することによって確認できます。
# cpsadm -s cpserver -a list_users

コマンドの出力の例を次に示します。
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Username/Domain Type Cluster Name / UUID
cpsclient@sys1/vx
cluster1 / {f0735332-e3709c1c73b9}

Role
Operator

メモ: 非セキュアモードで、CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）は security=0
を指定する行を含むはずです。同様に、各 VCS クラスタノードでは、設定ファイル
（/etc/vxfenmode）は security=0 を指定する行を含むはずです。

データ保護について
メンバーシップアービトレーション自身は、完全なデータ保護には不適切です。メンバー
シップアービトレーションは、すべてのシステムがアービトレーションに参加するかまたは
すべてのシステムがすでに停止していることを前提とするためです。
まれに、保護も必要になる状況が発生する場合があります。たとえば次のような場合で
す。
■

システムハングが原因でカーネルが処理を一定期間停止した。

■

システムリソースが非常にビジーであっためハートビート信号が送信されなかった。

■

ハードウェアが切り離しと再開機能をサポートしており、その機能が実行された。切り
離しコマンドを使ってシステムをシステムコントローラレベルに落とすと、ハートビート
信号のタイムアウトが発生する可能性があります。

このような場合、システムは実際に停止しません。またシステムは、クラスタメンバーシップ
が再計算された後にクラスタに戻る場合があります。これによりデータの破損が生じる恐
れがあります。クラスタからシステムが除外される必要があることを確認する前に、システ
ムがディスクに書き込みを行う可能性があるためです。
メンバーシップアービトレーションと共有ストレージのデータ保護を組み合わせることで、
上記のデータ破損の可能性をすべて排除できます。
データ保護は、クラスタの現在の検証済みメンバーではないシステムから、共有データス
トレージを防護（アクセスさせないように）します。アクセスは、SCSI-3 Persistent
Reservation を使用することでブロックされます。

SCSI-3 Persistent Reservation について
SCSI-3 Persistent Reservation（SCSI-3 PR）は、複数システムからのデバイスアクセ
ス、または 1 つのシステムの複数パスからのデバイスアクセスをサポートします。同時に、
他のシステムまたは他のパスからのデバイスへのアクセスもブロックされます。
VCS ロジックは、特定のシステムでサービスグループをオンラインにするタイミングを決
定します。サービスグループにディスクグループが含まれる場合、そのディスクグループ
はサービスグループがオンラインになる途中でインポートされます。SCSI-3 PR を使うと、
ディスクグループのインポートによって登録と予約がデータディスクに設定されます。

350

第 9 章 クラスタの通信、メンバーシップ、データ保護について
I/O フェンシングの設定ファイルについて

SCSI-3 予約を使ってストレージをインポートしたシステムのみが共有ストレージへの書き
込みを行えます。これにより、メンバーシップアービトレーションに参加していないシステ
ムが共有ストレージを破損することを回避できます。
SCSI-3 PR では、SCSI バスのリセットを行っても永続的な予約が保証されます。
メモ: SCSI 3 PR を使えば、VCS 関連の要素だけでなく、ストレージに不正な書き込み
を試みる可能性のある IT 環境のすべての要素がブロックされます。
データ保護と組み合わせたメンバーシップアービトレーションを I/O フェンシングと呼びま
す。

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 9-1 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 9-1

I/O フェンシングの設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/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。

VCS 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 を設定した場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要があります。
/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/c1t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006804E795D075
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006814E795D076
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006824E795D077
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。

I/O フェンシングを使う VCS 操作の例
ここでは、I/O フェンシングモジュールが使用する一般的なロジックをいくつかの特定の
サンプルシナリオと共に説明します。このトピックはマジョリティベースの I/O フェンシング
には該当しません。
p.354 の 「I/O フェンシングのアルゴリズムについて」 を参照してください。
p.354 の 「例: 1 つのシステムで障害が発生した、2 つのシステムを持つクラスタ」 を参照
してください。
p.355 の 「例: クラスタ相互接続に障害が発生した、4 つのシステムを持つクラスタ」 を参
照してください。
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I/O フェンシングのアルゴリズムについて
一般的に発生するケースとまれに発生するケースの両方で最適な動作を実行するよう
に、フェンシングアルゴリズムは次のように機能します。
■

フェンシングモジュールは、2 つ以上のサブクラスタ内にあるシステムが、クラスタの現
在の有効なメンバーとして残らないように設計されています。どのような場合も、1 つ
のサブクラスタが存続するか、または非常にまれなケースですが存続するシステムが
なくなります。

■

もとのクラスタのすべてのサブクラスタ内で最小の LLT ID を持つシステムが、サブク
ラスタ内の他のシステムに代わってコーディネータディスクの制御権の獲得競争に参
加します。

■

最初のコーディネータディスクの制御権を獲得したシステムは、他のコーディネータ
ディスクの制御権獲得に対して優先が与えられます。
制御権を獲得できなかったシステムは、次のディスクの競争に参加するまで少しの間
遅延します。通常の環境では、最初のコーディネータディスクの制御権を獲得したシ
ステムはすべてのディスクの制御権を獲得します。
これにより、複数のシステムがコーディネータディスクの制御権を獲得しようとした場合
に制御権を獲得する 1 つのシステムが明確に決定され、3 つ以上のシステムがそれ
ぞれ 1 つのコーディネータディスクの制御権を獲得するようなことは起こりません。

■

サブクラスタの 1 つに以前の安定メンバーシップの 51% 以上のメンバーが含まれる
ようにクラスタが分割された場合、そのサブクラスタに制御権獲得の優先が与えられ
ます。
これより小さなサブクラスタは少しの間遅延した後に制御権の獲得を開始します。
優先フェンシング機能を使う場合、合計の重みが小さいほうのサブクラスタが遅延し
ます。
p.328 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。
これにより、できるだけ多くのシステムがクラスタ内で実行されたまま残るようになりま
す。

■

コーディネータディスクの制御権を持つシステムが現在の GAB メンバーシップに存
在しないことを、起動時に vxfen モジュールが検出すると、スプリットブレイン状態の
可能性を示すエラーメッセージがコンソールに表示されます。
管理者はこの状態を vxfenclearpre ユーティリティを使って手動で解決する必要
があります。

例: 1 つのシステムで障害が発生した、2 つのシステムを持つクラスタ
この例では、システム 1 に障害が発生し、システム 0 が次のように I/O フェンシング操作
を実行します。
■

システム 0 の GAB モジュールは、LLT から報告されたハートビート信号の消失に
よって、システム 1 に障害が発生したことを確認します。
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■

GAB は、クラスタ内の各システムのフェンシングモジュールにメンバーシップの変更
を伝えます。
依然として動作している唯一のシステムはシステム 0 です。

■

システム 0 は、システム 1 が登録したキーを各コーディネータディスクから削除して、
コーディネータディスクの制御権を獲得します。
削除はコーディネータディスクのシリアル番号順に 1 つずつ実行されます。

■

システム 0 のフェンシングモジュールがコーディネータディスクを正常に制御する場
合、HAD はメンバーシップの変更に結び付けられるすべての関連ポリシーを実行し
ます。

■

システム 0 によって現在テイクオーバーされてインポートされたサービスグループ内
に共有ストレージが設定されていた場合、システム 1 はその共有ストレージにアクセ
スできなくなります。
システムに障害が発生した I/O フェンシングの例

図 9-14
システム 0

システム 1

コーディネータディスク

例: クラスタ相互接続に障害が発生した、4 つのシステムを持つクラスタ
この例では、クラスタ相互接続に障害が発生し、4 つのシステムで構成される 1 つのクラ
スタが 2 つのシステムで構成されるクラスタに分割されます。 クラスタでは、1 つのサブク
ラスタのみが残るようにメンバーシップアービトレーションが実行されます。
ハートビートの消失によって、システム 0 とシステム 1 の両方はシステム 2 とシステム 3
が停止していると考えます。システム 2 とシステム 3 の両方はシステム 0 とシステム 1 が
停止していると考えます。
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図 9-15
システム 0

クラスタ相互接続に障害が発生した、4 つのシステムを持つクラスタ
システム 1

システム 2

システム 3

LLT リンク

SAN 接続
コーディネータディスク

I/O フェンシング操作は次のように進行します。
■

4 つの各システムの LLT は、通信相手（ピア）とのタイムアウト値に設定された期間、
設定済みのどの LLT インターフェースにおいても、相互接続エラーの相手側のシス
テムからハートビートメッセージを受信しなくなります。

■

各システムの LLT は、メンバーシップの変更を認識したことを GAB に伝えます。 具
体的には次のとおりです。

■

■

■

システム 0 の LLT は、システム 2 とシステム 3 を認識できなくなったことを GAB
に伝えます。

■

システム 1 の LLT は、システム 2 とシステム 3 を認識できなくなったことを GAB
に伝えます。

■

システム 2 の LLT は、システム 0 とシステム 1 を認識できなくなったことを GAB
に伝えます。

■

システム 3 の LLT は、システム 0 とシステム 1 を認識できなくなったことを GAB
に伝えます。

LLT が GAB にハートビートの消失を通知した後、残っているシステムは「GAB 安定
タイムアウト」（5 秒）を実行します。 この例の詳細は次のとおりです。
■

システム 0 とシステム 1 は、その両方がシステム 2 とシステム 3 を認識できない
ことに同意します。

■

システム 2 とシステム 3 は、その両方がシステム 0 とシステム 1 を認識できない
ことに同意します。

GAB はシステムを DOWN としてマーク付けし、システムをクラスタメンバーシップか
ら除外します。この例の詳細は次のとおりです。
■

システム 0 とシステム 1 の GAB は、システム 2 とシステム 3 を DOWN としてマー
ク付けし、それらをクラスタメンバーシップから除外します。
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■

■

システム 2 とシステム 3 の GAB は、システム 0 とシステム 1 を DOWN としてマー
ク付けし、それらをクラスタメンバーシップから除外します。

4 つの各システムの GAB は、メンバーシップアービトレーションを行うためにメンバー
シップの変更を vxfen ドライバに伝えます。各サブクラスタはコーディネータディスク
の制御権を獲得しようとします。この例の詳細は次のとおりです。
■

システム 0 は LLT ID が低いため、自身とシステム 1 を代表して制御権の獲得競
争に参加します。

■

システム 2 は LLT ID が低いため、自身とシステム 3 を代表して制御権の獲得競
争に参加します。

■

4 つの各システムの GAB はメンバーシップの変更を HAD にも伝えます。HAD は
フェンシングモジュールからのメンバーシップアービトレーションの結果を待ってから、
以降の処理を実行します。

■

System0 がコーディネーションポイントの過半数に到達できない場合、VxFEN ドライ
バは システム 0 から 新たにシステム 1 を RACER として再選し、System1 はコー
ディネーションポイントへの競争を開始します。

■

システム 0 がコーディネータディスクの制御権を獲得し、システム 2 とシステム 3 の
登録キーをディスクから削除したと仮定します。 結果は次のとおりです。

■

■

システム 0 がコーディネータディスクの制御権を獲得します。 システム 0 のフェン
シングモジュールは、WON_RACE を現在のクラスタ内の他のすべてのフェンシ
ングモジュール（この場合はシステム 0 とシステム 1）に伝達します。 WON_RACE
を受け取ると、各システムのフェンシングモジュールは成功を HAD に伝達しま
す。 システム 0 とシステム 1 は有効な現在のクラスタメンバーとして残ります。

■

System1 に WON_RACE を送信する前に System0 が停止した場合、VxFEN
は System0 から新たに System1 を RACER として再選し、System1 はコーディ
ネーションポイントへの競争を開始します。
コーディネーションポイントの過半数を獲得した System1 は有効なままとなり、
System1 のクラスタとフェンシングモジュールの現在のメンバーは成功を HAD
に伝えます。

■

System2 はコーディネータディスクの制御権の獲得に失敗し、System 2 のフェ
ンシングモジュールは LOST_RACE メッセージを送信します。システム 2 のフェ
シングモジュールはカーネルパニックを呼び出し、システムは再起動します。

■

システム 3 はシステム 2 のカーネルパニックから別のメンバーシップの変更を認
識します。システム 2 は、このサブクラスタでコーディネータディスクの制御権の獲
得競争に参加したシステムであったため、システム 3 もパニックを起こします。

HAD は、メンバーシップの変更に基づいて、関連付けられたすべてのポリシーまた
はリカバリ処理を実行します。
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■

システム 2 とシステム 3 は、共有ストレージにアクセスできなくなります（システム 0 ま
たはシステム 1 によって現在テイクオーバーされているサービスグループに共有スト
レージが含まれていた場合）。

■

システム 2 とシステム 3 がクラスタに再参加するには、管理者は次の処理を実行する
必要があります。
■

システム 2 とシステム 3 をシャットダウンします。

■

クラスタ相互接続リンクを解決します。

■

システム 2 とシステム 3 を再起動します。

各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作
表 9-2 に、障害イベントの各種シナリオで、データの破損を回避するために I/O フェンシ
ングがどのように動作するかを示します。イベントごとに、オペレータの対処方法を確認し
ます。
表 9-2
イベント

I/O フェンシングのシナリオ
ノード A の動作

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

両方のプライベートネッ ノード A は、コーディ
トワークで障害が発生。 ネーションポイントの定
足数を獲得しようとしま
す。

ノード B は、コーディ
ネーションポイントの定
足数を獲得しようとしま
す。

ノード A は、コーディ
ネーションポイントの競
合に勝利すると、ノード
B を共有ディスクの登
録から除外して処理を
続行します。

ノード B は、コーディ
ネーションポイントの競
合に敗退すると、パニッ
クになり、クラスタから自
分自身を削除します。

ノード B がクラスタから
切り離されたら、ノード
B を復帰させる前にプ
ライベートネットワークを
修復します。

上記イベント後に、両 ノード A は処理を続行
方のプライベートネット します。
ワークが再び正常に動
作する。

ノード B はクラッシュし プライベートネットワー
ています。単に再起動 クが復元されたらノード
しただけでは、ノード B B を再起動する。
はデータディスクに書き
込めないため、データ
ベースを起動できませ
ん。
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イベント

ノード A の動作

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

一方のプライベートネッ ノード A は、I/O フェン
トワークでエラーが発生 スのエラーメッセージを
する。
コンソールに表示し、処
理を続行します。

ノード B は IOFENCE
に関するメッセージをコ
ンソールに表示する
が、動作を続ける。

プライベートネットワー
クを修復します。ネット
ワークの修復後に、両
方のノードは修復した
ネットワークを自動的に
使います。

ノード A がハングする。 ノード A は、何らかの
理由で異常なビジー状
態になっているか、
カーネルデバッガに制
御されています。

ノード B はノード A と
のハートビートを失い、
コーディネーションポイ
ントの定足数を獲得し
ようとします。

ハングしたノードを修復
またはデバッグし、クラ
スタを再結合するため
にノードを再ブートしま
す。

ノード A がハング状態
またはカーネルデバッ
ガの制御から解放され
ると、キューイングされ
ていたデータディスクへ
の書き込みは、ノード
A の登録が解除されて
いるため失敗します。
ノード A は、削除され
ていることに関するメッ
セージを GAB から受
け取ると、パニックにな
り、自身をクラスタから
削除します。

ノード B はコーディ
ネーションポイントの競
合に勝利すると、ノード
A の登録を共有ディス
クから解除します。
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イベント

ノード A の動作

ノード A、ノード B の電
源およびプライベート
ネットワークが遮断され
る。 コーディネーション
ポイントおよびデータ
ディスクの電源は維持
される。

ノード A は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
B がコーディネーション
ポイントに登録されてい
ることを検出する。プラ
イベートネットワークが
ダウンしているため、ド
ノードに電源が戻り再
ライバはノード B がクラ
起動されるが、プライ
スタのメンバーとして一
ベートネットワークは依
覧表示されていることを
然として電源がオフに
認識しません。このた
なっている。
め、I/O フェンシングデ
バイスドライバはノード
A がクラスタに参加する
ことを拒否します。ノー
ド A のコンソールは次
の内容を表示します。
Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
A がコーディネーション
ポイントに登録されてい
ることを検出する。プラ
イベートネットワークが
ダウンしているため、ド
ライバはノード A がクラ
スタのメンバーとして一
覧表示されていることを
認識しません。このた
め、I/O フェンシングデ
バイスドライバはノード
B がクラスタに参加する
ことを拒否します。ノー
ド B のコンソールは次
の内容を表示します。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

p.751 の 「フェンシング
の起動時にすでに発生
しているスプリットブレイ
ン状態が報告される」
を参照してください。
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イベント

ノード A の動作

ノード B がダウンしてい ノード A はクラッシュし
る間にノード A がクラッ ています。
シュする。ノード B は再
起動されるが、ノード A
は停止したままである。

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、ノード A がコーディ
ネーションポイントに登
録されていることを検出
する。ドライバは、ノー
ド A がクラスタのメン
バーとして一覧表示さ
れていることを認識しま
せん。I/O フェンシング
デバイスドライバはコン
ソールに次のメッセー
ジを表示します。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。
p.751 の 「フェンシング
の起動時にすでに発生
しているスプリットブレイ
ン状態が報告される」
を参照してください。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.
3 つのコーディネーショ
ンポイントのうちの 2 つ
を含むディスクアレイの
電源が遮断される。
いずれのノードもクラス
タメンバーシップから切
り離されません。

ノード A は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ないかぎり動作を続行
します。

ノード B は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ないかぎり動作を続行
します。

障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
以降のネットワーク分割
によってクラスタが
シャットダウンしないよう
にするか、コーディネー
ションポイントを交換し
ます。
p.391 の 「クラスタがオ
ンラインのときの I/O
フェンシングコーディ
ネータディスクの置き換
え」 を参照してくださ
い。
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イベント

ノード A の動作

ノード B の動作

3 つのコーディネーショ ノード A はクラスタで動 ノード B はクラスタから
ンポイントのうちの 2 つ 作を続行します。
切り離されました。
を含むディスクアレイの
電源が遮断される。
ノード B はクラスタから
正常に切り離され、ディ
スクアレイは電源が切
れたままである。正常な
切り離しはクリーン
シャットダウンを意味す
るため、vxfen が適切
に設定解除される。

3 つのコーディネーショ
ンポイントのうちの 2 つ
を含むディスクアレイの
電源が遮断される。
ノード B が不意にクラッ
シュするか、ノード A お
よびノード B 間でネット
ワーク分割が発生し、
ディスクアレイは電源が
切れたままである。

オペレータのアクショ
ン
障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
以降のネットワーク分割
によってクラスタが
シャットダウンしないよう
にするか、コーディネー
ションポイントを交換し
ます。
p.391 の 「クラスタがオ
ンラインのときの I/O
フェンシングコーディ
ネータディスクの置き換
え」 を参照してくださ
い。

ノード A は、コーディ
ネーションポイントの定
足数を獲得しようとしま
す。 3 つのコーディ
ネーションポイントのう
ち 1 つしか使えないた
め、ノード A は定足数
の確保に失敗します。
ノード A は、パニックに
なり、クラスタから自身
を削除します。

クラッシュまたはネット
ワーク分割が原因で、
ノード B はクラスタから
切り離されました。

障害が発生したディス
クアレイの電源を入れ、
I/O フェンシングドライ
バを再起動して、ノード
A をすべてのコーディ
ネーションポイントに登
録できるようにするか、
コーディネーションポイ
ントを交換します。
p.754 の 「クラスタがオ
フラインになっていると
きに不具合のあるディ
スクの置換」 を参照し
てください。

I/O フェンシングを使わない、クラスタメンバーシップと
データ保護について
I/O フェンシングの使用に関係なく、クラスタを適切にシーディングして低優先度のハー
トビートのクラスタ相互接続リンクを使用することが推奨されます。また、クラスタ内のシス
テム間で複数のクラスタ相互接続リンクを設定することが推奨されます。これにより、GAB
は次の 2 つの状態を区別できます。
■

すべてのハートビートリンクが同時に消失する。これはシステムの障害と解釈されま
す。この場合、フェールオーバー設定によっては、そのシステムで実行されていたサー
ビスを HAD が別のシステムで再起動する場合があります。
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■

すべてのハートビートリンクが時間をかけて消失する。これは相互接続の障害と解釈
されます。この場合、システムが停止している可能性は低いと考えられるため、HAD
は別のシステムでのサービスの再起動を試みません。

この区別を意味のあるものにするには、クラスタ相互接続リンクにネットワークスイッチや
イーサネットカードなどの単一点障害を設けないようにすることが重要です。

JEOPARDY について
どのような場合も、設定済みの任意の LLT インターフェースで別のシステムからのハート
ビートメッセージをシステムの LLT が受信しなくなった場合、GAB はメンバーシップの変
更を報告します。
システムにクラスタへの相互接続リンクが 1 つだけ残っている場合、GAB はシステムの
消失なのかまたはネットワークの消失なのかを確実に区別できなくなります。 システムの
メンバーシップの信頼性にリスクがあるとみなされます。このような状況では、特別のメン
バーシップカテゴリが適用されます。これを JEOPARDY メンバーシップと呼びます。こ
れにより、メンバーシップアービトレーションや SCSI-3 対応デバイスを使わない、最良の
スプリットブレイン保護が実現します。
システムが JEOPARDY メンバーシップ状態になった場合にシステムが最後の相互接続
リンクを失うと、次の 2 つの処理が実行されます。
■

VCS はシステムで実行されているサービスグループを自動無効化状態にします。 自
動無効化状態のサービスグループはリソースまたはグループの障害時にはフェール
オーバーできますが、システムの障害時には管理者によって自動無効化状態のフラ
グが手動でクリアされない限りフェールオーバーできません。

■

VCS はシステムを単一システムクラスタとして操作します。クラスタ内の他のシステム
は、別のクラスタメンバーシップに分割されます。

DDNA（Daemon Down Node Alive）について
Daemon Down Node Alive（DDNA）とは、ノード上の VCS 高可用性デーモン（HAD）
が失敗してもノードが実行されている状態をいいます。HAD が失敗すると、hashadow
プロセスは HAD を再度オンライン化しようと試みます。hashadow プロセスが HAD のオ
ンライン化に成功すると、システムは DDNA メンバーシップから除外されて通常メンバー
シップに参加します。
DDNA 状態では、VCS にはノード上のサービスグループの状態に関する情報がありま
せん。したがって、VCS は自動無効化された状態の影響を受けるノード上でオンライン
になっているすべてのサービスグループを配置します。ノード上でオンライン化されたサー
ビスグループはフェールオーバーできません。
自動無効化されたサービスグループのフェールオーバーには、手動での介入が必要で
す。管理者が、影響を受けたノード上で実行しているリソースを開放し、リソースの障害を
クリアして、別のノード上でサービスグループをオンライン化する必要があります。
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GAB の登録監視機能を使って DDNA 状態を検出できます。
p.686 の 「GAB クライアントの登録監視について」 を参照してください。

I/O フェンシングを使わない VCS 動作の例
次のシナリオを使って、I/O フェンシングを使わないクラスタでの各種イベントおよび VCS
の応答について説明します。
p.364 の 「例: 低優先度リンクを持たない 4 つのシステムで構成されたクラスタ」 を参照し
てください。
p.366 の 「例: 低優先度リンクを持つ 4 つのシステムで構成されたクラスタ」 を参照してく
ださい。

例: 低優先度リンクを持たない 4 つのシステムで構成されたクラスタ
プライベートの 2 つのクラスタ相互接続ハートビートリンクを持つ、4 つのシステムで構成
されたクラスタについて考えます。クラスタに低優先度リンクはありません。
パブリックネットワーク
ノード 0

ノード 1

ノード 2

ノード 3

通常メンバーシップ: 0、1、2、3

クラスタ相互接続リンクに障害が発生
この例では、システム 2 へのリンクに障害が発生し、システム 2 には 1 つのクラスタ相互
接続リンクだけが残ります。
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パブリックネットワーク
システム 0 システム 1 システム 2 システム 3

メンバーシップ: 0,1, 2, 3
JEOPARDY メンバーシップ: 2

クラスタが再設定されます。 システム 0、1、および 3 は通常メンバーシップの状態にあ
り、システム 2 は JEOPARDY メンバーシップの状態です。 システム 2 のサービスグルー
プは自動無効化状態です。 リソースの障害により発生するサービスグループの通常の
フェールオーバーなど、通常のクラスタ操作はすべて継続して行われます。

クラスタ相互接続リンクの障害後にシステム障害が発生
この例では、システム 2 へのリンクに障害が発生し、システム 2 は JEOPARDY メンバー
シップに置かれます。その後、電源障害によりシステム 2 に障害が発生します。
パブリックネットワーク
システム 0 システム 1 システム 2 システム 3

通常メンバーシップ: 0、1、3
（システム 2 は以前 JEOPARDY
メンバーシップであったことが
認識されている）

システム 0、1、3 はシステム 2 に障害が発生していることを認識しています。クラスタが再
形成されます。システム 0、1、3 は通常メンバーシップの状態です。システム 2 が
JEOPARDY メンバーシップに変わったときに、システム 2 で実行されていたサービスグ
ループは自動無効化されました。現在、システムは完全な障害状態ですが、システム 2
で実行されていたサービスグループの AutoDisabled フラグをシステム管理者が手動で
クリアしない限り、他のシステムはこのサービスグループの所有権を仮定できません。
ただし、フラグをクリアした後、クラスタ内の他のシステムでこのサービスグループを手動
でオンラインにできます。
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高優先度のすべてのクラスタ相互接続に障害が発生
この例では、システム 2 へのすべての高優先度リンクに障害が発生します。この障害の
発生形式は 2 種類あります。
パブリックネットワーク
システム 0 システム 1 システム 2 システム 3

通常メンバーシップ: 0、1、3（クラスタ 1）
通常メンバーシップ: 2（クラスタ 2）

■

システム 2 への両方のリンクに同時に障害が発生する
システム 2 は JEOPARDY メンバーシップ状態になりませんでした。低優先度リンク
がないため、クラスタは 2 つのサブクラスタに分割されます。システム 0、1、3 が 1 つ
のサブクラスタに含まれ、システム 2 がもう 1 つのサブクラスタに含まれます。これは
スプリットブレインのシナリオです。

■

システム 2 への両方のリンクにそれぞれ別の時間に障害が発生する
2 番目のリンクに障害が発生したときに、システム 2 は JEOPARDY メンバーシップ
の状態でした。したがって、システム 2 でオンラインになっていたサービスグループは
自動無効化されました。管理者の介入なしに、他のシステムがこのサービスグループ
をオンラインにすることはできません。
システム 0、1、3 はミニクラスタを形成します。システム 2 は、単一システムのもう 1 つ
のミニクラスタを形成します。システム 2 では、システム 0、1、3 に存在していたすべ
てのサービスグループが自動無効化されます。

例: 低優先度リンクを持つ 4 つのシステムで構成されたクラスタ
プライベートの 2 つのクラスタ相互接続ハートビートリンクとパブリックの 1 つの低優先度
リンクを持つ、4 つのシステムで構成されたクラスタについて考えます。
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パブリックネットワーク
システム 0 システム 1 システム 2 システム 3

通常メンバーシップ: 0、1、2、3
クラスタ状態はプライベートネットワーク上
ハートビートだけはパブリックネットワーク上

クラスタ相互接続リンクに障害が発生
この例では、システム 2 へのリンクに障害が発生し、システム 2 には 1 つのクラスタ相互
接続リンクと低優先度リンクが残ります。
パブリックネットワーク
システム 0 システム 1 システム 2 システム 3

通常メンバーシップ: 0,1,2,3
JEOPARDY なし

他のシステムは、残っているプライベートリンク経由ですべてのクラスタ状態トラフィックを
システム 2 に送信し、互いのシステム間のトラフィックについては両方のプライベートリン
クを使います。低優先度リンクでは引き続きハートビート信号のみが伝送されます。シス
テム障害を確認するための 2 つのリンクが残っているため、JEOPARDY 状態は適用さ
れません。

クラスタ相互接続リンクの障害後にシステム障害が発生
この例では、システム 2 へのリンクに障害が発生します。低優先度のハートビートリンクが
あるため、システム 2 は JEOPARDY メンバーシップ状態になりません。その後、電源障
害によりシステム 2 に障害が発生します。
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パブリックネットワーク
システム 0

システム 1

システム 2

システム 3

通常メンバーシップ: 0、1、3

システム 0、1、3 はシステム 2 に障害が発生していることを認識しています。クラスタが再
形成されます。システム 0、1、3 は通常メンバーシップの状態です。システム障害時に
フェールオーバーするように設定されたシステム 2 のサービスグループは、別のターゲッ
トシステムでオンライン化が試みられます（そのシステムが存在する場合）。

高優先度のすべてのクラスタ相互接続に障害が発生
この例では、システム 2 への高優先度クラスタ相互接続リンクの両方に障害が発生し、シ
ステム 2 には低優先度リンクだけが残ります。
クラスタ状態の通信は、システム 2 への低優先度リンクを経由するようになります。システ
ム 2 は JEOPARDY メンバーシップ状態になります。システム 2 のサービスグループは
自動無効化され、サービスグループ属性 AutoFailOver は 0 に設定されます。したがっ
て、システム障害時にサービスグループはフェールオーバーされません。
パブリックネットワーク
システム 0 システム 1 システム 2 システム 3

通常メンバーシップ: 0、1、3
JEOPARDY メンバーシップ: 2

クラスタ相互接続リンクが再確立されると、すべてのクラスタ状態通信はクラスタ相互接続
に復帰し、低優先度リンクはハートビート信号のみを送信するように戻ります。この時点
で、システム 2 は通常のクラスタメンバーシップに戻ります。
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クラスタ通信におけるベストプラクティスの概略
ここでは、適切なクラスタメンバーシップとデータ保護を最適にサポートするために推奨さ
れるクラスタ通信のベストプラクティスを説明します。
■

クラスタの自動シーディングを行う前にシステムのサブセットだけでなくすべてのシス
テムを GAB メンバーシップに参加するように要求して、クラスタの適切なシーディン
グを行います。
すべてのシステムが含まれていない場合は、管理者が手動で介入し、スプリットブレ
イン状態の可能性を排除してからクラスタの手動シーディングを行う必要があります。

■

各クラスタシステム間に複数の独立した通信ネットワークリンクを設定します。
ネットワークに、共有のスイッチやイーサネットカードなどの単一点障害を設けないで
ください。

■

I/O フェンシングに関係なく、クラスタ内に低優先度の LLT リンクを設定することが推
奨されます。I/O フェンシングを使わないクラスタでは、これは非常に重要です。
メモ: クラスタで、Cluster File System（CFS）または Oracle Real Application Cluster
（RAC）と共にフェンシングを使用する場合はこのかぎりではありません。
理由は、通常、低優先度リンクでは共有のパブリックネットワークリンクが使用されるた
めです。メインのクラスタ相互接続に障害が発生し、残ったリンクが低優先度リンクだ
けの場合、大量のデータが低優先度リンクに移動します。これにより、パブリックネット
ワークのパフォーマンスが許容できないレベルにまで低下する可能性があります。低
優先度リンクを設定していない場合、このケースではメンバーシップアービトレーショ
ンが実行され、いくつかのシステムが停止する場合がありますが、残りのシステムはパ
ブリックネットワークに影響を与えることなく実行を続けます。
I/O フェンシングを設定しないで、CFS または RAC を使用するクラスタを作成するこ
とは推奨されません。

■

コンソールアボートシーケンスを無効にします
ほとんどの UNIX システムでは、コンソールアボートシーケンスが提供されます。管理
者はこれを使ってプロセッサを停止および続行できます。プロセッサを停止した後に
操作を続行するとデータが破損する場合があります。したがって、VCS はこれをサ
ポートしません。
アボートシーケンスを使ってシステムを停止すると、システムはハートビートの作成を
停止します。そのシステムはクラスタ内の他のシステムから障害が発生したものとみな
され、そのサービスはテイクオーバーされます。その後、別のコンソールシーケンスを
使ってシステムが有効にされた場合、そのシステムのアプリケーションが別のシステム
で再起動されていても、共有ストレージへの書き込みは引き続き以前と同じように実
行されます。
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シマンテックは、コンソールアボートシーケンスを無効にするか、go コマンドを強制す
るエイリアスを作成して、I/O フェンシングが実行されていないシステムで再起動を行
うことをお勧めします。
■

I/O フェンシングを設定するために少なくとも 3 つのコーディネーションポイントを設
定することをお勧めします。 コーディネーションディスク、CP サーバー、またはその
2 つの組み合わせを使うことができます。
可能なかぎり最小の LUN をコーディネータディスクとして使用するように選択します。
どのような設定でも、3 つを超えるコーディネータディスクは必要ありません。

■

ネットワーク分割後にクラスタ相互接続を再接続するには、分割されたクラスタの一方
の側を必ずシャットダウンします。
通常この状況はテスト中に発生します。管理者は、クラスタ相互接続を切断してネット
ワーク分割を作成する場合があります。相互接続ケーブルを再接続するタイミングに
よっては、予期しない動作が発生する可能性があります。
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10
I/O フェンシングの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

I/O フェンシングの管理について

■

vxfentsthdw ユーティリティについて

■

vxfenadm ユーティリティについて

■

vxfenclearpre ユーティリティについて

■

vxfenswap ユーティリティについて

■

コーディネーションポイントサーバーの管理について

■

ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間の移行について

■

優先フェンシングポリシーの有効化と無効化

■

I/O フェンシングのログファイルについて

I/O フェンシングの管理について
I/O フェンシング機能には、VRTSvxfen パッケージを通じて利用できる次のユーティリティ
が用意されています。
vxfentsthdw

I/O フェンシング用のディスクの SCSI-3 機能をテストします
p.372 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

vxfenconfig

I/O フェンシングの設定と設定解除を行います
vxfen ドライバが使うコーディネーションポイントを一覧表示します。
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vxfenadm

I/O フェンシング操作に関する情報を表示し、I/O フェンシング用の
SCSI-3 ディスクの登録と予約を管理します
p.381 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfenclearpre

SCSI-3 の登録と予約をディスクから削除します
p.387 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

vxfenswap

I/O フェンシングを停止せずにコーディネーションポイントを交換し
ます
p.390 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfendisk

ディスクグループ内のディスクのパスの一覧を生成します。このユー
ティリティを使うには、VxVM（Veritas Volume Manager）がインス
トールおよび設定されている必要があります。

I/O フェンシングのコマンドは /opt/VRTS/bin フォルダに存在します。 PATH 環境変数
にこのフォルダのパスを追加したことを確かめてください。
コマンドについて詳しくは、対応するマニュアルページを参照してください。

vxfentsthdw ユーティリティについて
共有ストレージアレイで、データをサポートする SCSI-3 Persistent Reservation と I/O
フェンシングが使われているかどうかを確認するには、vxfentsthdw ユーティリティを使
います。I/O フェンシングの設定時に、テストユーティリティを使って 1 つのディスクをテス
トします。このユーティリティには、ストレージデバイスを他の設定でテストするのに適して
いる可能性の高い他のオプションが備えられています。また、コーディネータディスクグ
ループもテストする必要があります。
I/O フェンシングを設定するには、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参
照してください。
このユーティリティは、クラスタ内の 1 つのシステムから実行できます。このユーティリティ
を使って、指定したディスクへの SCSI-3 登録の設定と確認、ディスクへの Persistent
Reservation の設定と確認、ディスクへのデータの書き込みと読み取り、ディスクからの
登録の削除などを行って、データ用として使用するストレージをテストします。
vxfentsthdw（1M）マニュアルページも参照してください。

vxfentsthdw ユーティリティを使うための一般的なガイドライン
vxfentsthdw ユーティリティの使用に関する以下のガイドラインを確認します。
■

このユーティリティを使うには、2 つのシステムが共有ストレージに接続されている必
要があります。
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注意: -r オプションが使われていない場合、ディスク上のデータはテスト時に上書き
されて破棄されます。

■

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。rsh を使う場合は、vxfentsthdw ユーティリティに -n オプションを指定して
起動します。
プロセスのテストが完了したら、通信用の権限を削除し、パブリックネットワーク接続を
リストアできます。

■

テスト時に 2 つのシステムが同じディスクに接続されていることを確認するには、
vxfenadm -i diskpath コマンドを使って、ディスクのシリアル番号を確認します。
p.386 の 「ノードが同じディスクを参照することを確認」 を参照してください。

■

複数のディスクを持つディスクアレイの場合、ディスクグループを作成する前に -m オ
プションを使っていくつかのディスクのサンプルを取得したり、-g オプションを使って
すべてのディスクをテストしたりします。

■

ユーティリティは、ディスクが I/O フェンシングに使用できることを、次のようなメッセー
ジで示します。
The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for
I/O Fencing on node sys1

ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場
合、検証は失敗しました。
■

-o オプションはディスクサイズに関連するエラーと他のテストでの設定処理を上書き

しますが、サイズがサポート対象のサイズより小さい場合、ディスクが正しく設定されな
いことがあります。データディスクのサポート対象のディスクサイズは 256 MB で、コー
ディネータディスクは 128 MB です。
■

テストを行うディスクに SCSI-3 登録キーがすでに存在する場合、テストが続行される
前に警告が出力されます。

vxfentsthdw コマンドのオプションについて
表 10-1 には、ストレージデバイスのテストのためにユーティリティが提供する方法を示し
ています。
表 10-1

vxfentsthdw のオプション

vxfentsthdw のオプ
ション

説明

用途

-n

ユーティリティは rsh を通信に使い 通信に rsh を使うときに使います。
ます。
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vxfentsthdw のオプ
ション

説明

用途

-r

非破壊テスト。ディスクの SCSI-3
Persistent Reservation テストが
非破壊の方法で行われます。つま
り、読み取りのみがテストされ、書き
込みはテストされません。-m、-f、
-g オプションとともに使えます。

非破壊テスト時に使います。
p.377 の 「-r オプションを使った、
ディスク上での非破壊テストの実
行」 を参照してください。

-t

SCSI-3 reservation における
TUR テストを実行する場合。
SCSI TEST UNIT (TUR) コマンド
の戻り値をテストします。TUR テス
トがエラーになると、警告が出力さ
れます。

-d

DMP（Dynamic Multi-Pathing）デ デフォルトでは、vxfentsthdw ス
バイスを使います。
クリプトはディスクグループのディス
ク用の DMP パスを選択します。ス
-c または -g のオプションとともに
クリプトがディスクグループに RAW
使えます。
パスを使うようにするには、-w オプ
ションを使います。

-w

RAW デバイスを使います。

-c

ユーティリティはコーディネータディ
スクグループをテストします。システ
ムおよびデバイスの指定を求める
プロンプトを表示し、成功または失
敗を報告します。

-w オプションを使うと、
vxfentsthdw スクリプトはディス
-c または -g のオプションとともに
クグループ内のディスクのオペレー
使えます。
ティングシステムを選択します。デ
フォルトでは、スクリプトは -d オプ
ションを使ってディスクグループ内
のディスクの DMP パスを選択しま
す。
コーディネータディスクグループの
ディスクのテスト。
p.375 の 「vxfentsthdw の -c オプ
ションを使ったコーディネータディ
スクグループのテスト」 を参照して
ください。

374

第 10 章 I/O フェンシングの管理
vxfentsthdw ユーティリティについて

vxfentsthdw のオプ
ション

説明

用途

-m

ユーティリティを手動により対話式
で実行します。システムおよびデバ
イスの指定を求めるプロンプトを表
示し、成功または失敗を報告しま
す。

いくつかのディスクのテスト、または
比較的大きいアレイのディスクのサ
ンプリング。

p.377 の 「vxfentsthdw -m オプショ
ンを使った、共有ディスクのテスト」
-r または -t のオプションとともに を参照してください。
使えます。-m はデフォルトオプショ
ンです。
-f filename

ユーティリティは、テキストファイル 複数のディスクのテスト。
に指定されているシステムとデバイ
p.379 の 「vxfentsthdw -f オプショ
スの組み合わせをテストします。
ンを使った、ファイルにリストされた
-r または -t のオプションとともに 共有ディスクのテスト」 を参照して
ください。
使えます。

-g disk_group

ユーティリティは、特定のディスクグ 多数のディスクおよびディスクアレ
ループ内のディスクデバイスをすべ イのテスト。テスト用のディスクグ
てテストします。
ループを一時的に作成し、テスト後
に破壊（グループ解除）することが
-r または -t のオプションとともに
できます。
使えます。
p.380 の 「vxfentsthdw -g オプショ
ンを使った、ディスクグループ内の
全ディスクのテスト」 を参照してくだ
さい。

-o

ユーティリティはディスクサイズに関 ディスクの SCSI-3 Reservation 準
連するエラーを上書きします。
拠に関するテストのために、ディス
クサイズに関連するエラーを上書き
します。
p.381 の 「vxfentsthdw -o オプショ
ンを使ってディスクをテストする」 を
参照してください。

vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループの
テスト
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが I/O フェンシングをサポートするように

設定されていることを確認します。この手順では、vxfentsthdw ユーティリティを使って
各ノードから一度に 1 つずつ、3 つのディスクをテストします。
たとえば、この項の手順では、次のディスクを使います。
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■

ノード sys1 では、ディスクが
/dev/rdsk/c1t1d0s2、/dev/rdsk/c2t1d0s2、/dev/rdsk/c3t1d0s2 として認識
されます。

■

ノード sys2 では、同じディスクが
/dev/rdsk/c4t1d0s2、/dev/rdsk/c5t1d0s2、/dev/rdsk/c6t1d0s2 として認識
されます。

メモ: vxfentsthdw ユーティリティを使ってコーディネータディスクグループをテストする
には、このユーティリティでコーディネータディスクグループの vxfencoorddg が 2 つの
ノードからアクセスできるようにする必要があります。
vxfentsthdw -c を使ってコーディネータディスクグループをテストするには

1

vxfentsthdw コマンドに -c オプションを指定して実行します。次に例を示します。
# vxfentsthdw -c vxfencoorddg

2

コーディネータディスクをテストするために使うノードを入力します。
Enter the first node of the cluster: sys1
Enter the second node of the cluster: sys2

3

両ノードのコーディネータディスクグループの全ディスクについてテストプロセスの出
力を確認します。各ディスクについて次のような出力が表示される必要があります。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys1 as a COORDINATOR DISK.
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c4t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys2 as a COORDINATOR DISK.

4

ディスクグループ内のすべてのディスクをテストすると、vxfencoorddg ディスクグルー
プを使えるようになります。

障害のあるディスクの削除と交換
検証に失敗したディスクがコーディネータディスクグループ内にある場合、障害の発生し
たディスクまたは LUN を vxfencoorddg ディスクグループから削除し、他のディスクに置
き換えて、ディスクグループを再テストします。
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障害の発生したディスクを削除して置き換えるには

1

vxdiskadm ユーティリティを使って、障害のあるディスクをディスクグループから削除
します。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

2

新しいディスクをノードに追加し、初期化して、コーディネータディスクグループに追
加します。
I/O フェンシング用ディスクを初期化して、コーディネータディスクグループを設定す
る手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してくだ
さい。
必要に応じて、ディスクグループを起動します。
ディスクグループの起動方法について詳しくは、『Symantec Storage Foundation
管理者ガイド』を参照してください。

3

ディスクグループを再度テストします。
p.375 の 「vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループの
テスト」 を参照してください。

-r オプションを使った、ディスク上での非破壊テストの実行
データを保持したい場合、ディスクデバイス上で非破壊テストを実行できます。
ディスクで非破壊テストを実行するには
◆

保存しておきたいデータが含まれたディスクデバイスをテストするには、-m、-f、-g
オプションのいずれかとともに -r オプションを使うことができます。
たとえば、-m オプションと -r オプションを使うには、ユーティリティを次のように実行
できます。
# vxfentsthdw -rm
-r オプション付きで呼び出された場合、ユーティリティはディスクの書き込みテスト

を実行しません。したがってこの場合、ディスクは、通常の使用状況について完全に
はテストされません。

vxfentsthdw -m オプションを使った、共有ディスクのテスト
共有ディスクをテストする手順を確認します。デフォルトでは、ユーティリティは -m オプ
ションを使います。
この手順では、/dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。

377

第 10 章 I/O フェンシングの管理
vxfentsthdw ユーティリティについて

ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場合、
検証は失敗しました。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。不良ディスクも不適切な設定の原因となる場合があります。
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/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for
I/O Fencing on node sys1

メモ: A/P アレイの場合、アクティブな有効パスでのみ vxfentsthdw コマンドを実行して
ください。
vxfentsthdw スクリプト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。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。
# vxfentsthdw [-n]

3

テストを実行するとディスクのデータが上書きされることを示す説明と警告を確認した
ら、処理の続行を確認して、ノード名を入力します。
******** 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
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4

確認するディスク名を入力します。各ノードで、ディスクは同じ名前で認識されてい
る場合があります。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
sys1 in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxs2
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxs2
/dev/rdsk/c2t13d0s2
Make sure it's the same disk as seen by nodes sys1 and sys2
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
sys2 in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxs2
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxs2
Make sure it's the same disk as seen by nodes sys1 and sys2
/dev/rdsk/c2t13d0s2

ディスクのシリアル番号が同じでない場合、テストは停止します。

5

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。

6

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、ユーティリティは
正常終了を報告します。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys1
...
Removing test keys and temporary files, if any ...
.
.

7

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。

vxfentsthdw -f オプションを使った、ファイルにリストされた共有ディスク
のテスト
-f オプションを使って、テキストファイルに記述されたディスクをテストします。次の手順例
を確認してください。
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ファイルに指定された共有ディスクをテストするには

1

次のように、システム sys1 と sys2 により共有される 2 つのディスクをテストするた
めのテキストファイル disks_test を作成します。
sys1 /dev/rdsk/c2t2d1s2 sys2 /dev/rdsk/c3t2d1s2
sys1 /dev/rdsk/c2t2d1s2 sys2 /dev/rdsk/c3t2d1s2

最初のディスクは 1 行目に指定されており、そのディスクは sys1 では
/dev/rdsk/c2t2d1s2、sys2 では /dev/rdsk/c3t2d1s2 として参照されます。も
う一つのディスクは 2 行目に記述され、sys1 では /dev/rdsk/c2t2d2s2、sys2 で
は /dev/rdsk/c3t2d2s2 として参照されます。一般には、ディスクのリストはこの例
よりも長くなります。

2

ディスクをテストするには、次のコマンドを入力します。
# vxfentsthdw -f disks_test

ユーティリティはテスト結果を一度に 1 ディスクずつ報告します。-m オプションの場
合と同じです。

vxfentsthdw -g オプションを使った、ディスクグループ内の全ディスクの
テスト
-g オプションを使って、ディスクグループ内のすべてのディスクをテストします。たとえば、
ディスクアレイのすべてのディスクで構成される一時ディスクグループを作成してテストで
きます。
メモ: テストするディスクグループを共有としてインポートしないでください。つまり、-s オ
プションは vxdg import コマンドとともに使わないでください。
テストが終わったら、このディスクグループを破棄し、必要に応じてディスクをディスクグ
ループに入れてください。
ディスクグループ内のすべてのディスクをテストするには

1

テストするディスク用のディスクグループを作成します。

2

次のコマンドを実行して、ディスクグループ test_disks_dg をテストします。
# vxfentsthdw -g test_disks_dg

ユーティリティは、一度に 1 つのテスト結果を報告します。
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既存のキーによるディスクのテスト
コーディネータディスクに既存のキーが検出されると、次のようなメッセージが表示されま
す。
There are Veritas I/O fencing keys on the disk. Please make sure
that I/O fencing is shut down on all nodes of the cluster before
continuing.
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS SCRIPT CAN ONLY BE USED IF THERE ARE NO OTHER ACTIVE NODES
IN THE CLUSTER! VERIFY ALL OTHER NODES ARE POWERED OFF OR
INCAPABLE OF ACCESSING SHARED STORAGE.
If this is not the case, data corruption will result.
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y

処理を継続する前に、ユーティリティによって警告が表示されます。I/O フェンシングがま
だ設定されていない場合は、処理を継続することができます。

vxfentsthdw -o オプションを使ってディスクをテストする
-o オプションを使って、SCSI-3 予約または登録への準拠を確認しますが、ディスクサイ

ズの要件のテストにはこのオプションを使いません。
-o フラグを使って、ディスクサイズに関連するエラーを無効にできます。-o フラグによっ

て、ユーティリティは SCSI-3 予約と登録に関連するテストやその他のテストを続行できま
す。ただし、ディスクサイズがコーディネータディスクまたはデータディスク用にサポートさ
れるサイズを下回っている可能性があるため、ディスクが正しく設定されないことがありま
す。
サイズ関連のエラーが発生したときは、すべての利用可能な vxfentsthdw オプションと
共に、-o オプションを使うことができます。

vxfenadm ユーティリティについて
管理者は、vxfenadm コマンドを使って、フェンシング設定のトラブルシューティングとテ
ストを行うことができます。
管理者が使うコマンドのオプションは次のとおりです。
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ディスクのキーを読み込み、数字、文字、およびノード形式でキーを表示し
ます

-s

メモ: -g と -G オプションは推奨されていません。-s オプションを使ってく
ださい。
-i

SCSI 照会情報をデバイスから読み取ります

-m

ディスクに登録します

-n

ディスクへの予約

-p

他のシステムによって行われた登録を削除します

-r

予約を読み取ります

-x

登録を削除します

コマンドオプションについて詳しくは、vxfenadm（1M）マニュアルページを参照してくださ
い。

I/O フェンシング登録キーの形式について
vxfen ドライバがデータディスクとコーディネータディスクで登録するキーは 8 つのバイト
から成っています。キーの形式はコーディネータディスクとデータディスクで異なります。
コーディネータディスクのキーの形式は次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

4

5

6

7

値

V

F

cID 0x

cID 0x

cID 0x

cID 0x

nID 0x

nID 0x

各オプションの説明
■

VF はキーの名前空間を取得する一意の識別子です（2 バイトを消費します）

■

cID 0x は 16 進の LLT クラスタ ID です（4 バイトを消費します）

■

nID 0x は 16 進の LLT ノード ID です（2 バイトを消費します）

vxfen ドライバは I/O フェンシングの両方の sybase モードでこのキー形式を使います。
VCS でフェールオーバーディスクグループとして設定されるデータディスクのキー形式
は次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

値

A+nID

V

C

S

ここで、nID は LLT ノード ID です

4

5

6

7
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たとえば、ノード ID が 1 の場合、最初のバイトの値は B（'A' + 1 = B）です。
CVM （Cluster Volume Manager）配下で並列ディスクグループとして設定されるデータ
ディスクのキー形式は次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

4

値

A+nID

P

G

R

DGcount DGcount DGcount DGcount

5

6

7

ここで、DGcount は設定内のディスクグループの数です（4 バイトを消費します）。
デフォルトでは、CVM は各ディスクグループに対して一意のフェンシングキーを使いま
す。ただし、一部のアレイでは、登録できる一意のキーの合計数に制限があります。 この
場合は、same_key_for_alldgs チューニングパラメータを使ってデフォルトの動作を変
更できます。 このパラメータのデフォルト値は off です。設定において一意のキーの合
計数に関するストレージアレイの制限に達した場合は、vxdefault コマンドを次のように
使って値を on に変更できます。
# vxdefault set same_key_for_alldgs on
# vxdefault list
KEYWORD
CURRENT-VALUE
DEFAULT-VALUE
...
same_key_for_alldgs on
off
...

チューニングパラメータを on に変更すると、ディスクグループのインポート時または作成
時に CVM が生成するすべての後続キーは、最後の 4 バイトとして「0000」を持ちます
（DGcount は 0）。same_key_for_alldgs チューニングパラメータの変更された値を有
効にするには、インポート済みのすべてのディスクグループをデポートして再インポート
する必要があります。

I/O フェンシング登録キーの表示
vxfenadm コマンドを使ってディスクに現在割り当てられているキーを表示できます。

次の手順の disk_7、disk_8、disk_9 などの変数は設定のディスク名を表します。
I/O フェンシング登録キーを表示するには

1

ディスクのキーを表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -s disk_name

次に例を示します。
■

ノード ID 1 を含むシステムからコーディネータディスク /dev/rdsk/c1t1d0s2
のキーを表示するには、次のコマンドを入力します。
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# vxfenadm -s /dev/rdsk/c1t1d0s2
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,68,69,69,68,48,48
[Character Format]: VFDEED00
* [Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0 Node Name: sys1

vxfenadm の -s オプションでは、8 バイトからなるキー値が 3 つの形式で表示

されます。数字形式では、
■

最初の 2 つのバイトが識別子 VF を表し、ASCII 値 86、70 を含んでいま
す。

■

次の 4 つのバイトは 16 進でエンコードされたクラスタ ID 57069（0xDEED）
の ASCII 値 68、69、69、68 を含んでいます。

残りのバイトはノード ID 0（0x00）の ASCII 値を 48、48 を含んでいます。
ノード ID 1 は 01 で、ノード ID 10 は 0A です。
ノード形式の前のアスタリスクは、LLT が設定されて動作しているクラスタのノー
ドから vxfenadm コマンドが実行されることを示します。
■

■

CVM 並列ディスクグループのキーを表示するには:
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 66,80,71,82,48,48,48,49
[Character Format]: BPGR0001
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 1 Node Name: sys2

■

VCS （Symantec Cluster Server）フェールオーバーディスクグループのキーを
表示するには
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_8
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_8
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 65,86,67,83,0,0,0,0
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[Character Format]: AVCS
[Node Format]: Cluster ID: unknown

2

385

Node ID: 0 Node Name: sys1

ディスクファイルで指定されたすべてのディスクで登録されているキーを表示するに
は:
# vxfenadm -s all -f disk_filename

次に例を示します。
コーディネータディスクのすべてのキーを表示するには:
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_9
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,70,68,57,52,48,49
[Character Format]: VFFD9401
* [Node Format]: Cluster ID: 64916 Node ID: 1
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,70,68,57,52,48,48
[Character Format]: VFFD9400
* [Node Format]: Cluster ID: 64916 Node ID: 0

Node Name: sys2

Node Name: sys1

クラスタ ID は lltstat -C コマンド、ノード ID は lltstat -N コマンドを使って確
認できます。次に例を示します。
# lltstat -C
57069

ディスクに特定のクラスタに属さないキーがある場合、vxfenadm コマンドはノード ID
のノード名を参照できないため、ノード名を不明として出力します。次に例を示しま
す。
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,45,45,45,45,48,49
[Character Format]: VF----01
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 1

Node Name: sys2

任意形式のキーを持つディスクについては、vxfenadm コマンドはすべてのフィー
ルドを不明として出力します。次に例を示します。
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[Numeric Format]: 65,66,67,68,49,50,51,45
[Character Format]: ABCD123[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: unknown
Node Name: unknown

ノードが同じディスクを参照することを確認
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。vxfenadm コマンドと -i オプションを使って、LUN へのパスすべてで、LUN
に対して同じシリアル番号が返されることを確認します。
たとえば、ある EMC ディスクにノード A の /dev/rdsk/c2t13d0s2 パスとノード B の
/dev/rdsk/c2t11d0s2 パスがアクセス可能であるとします。
ノードが同じディスクを参照することを確認するには

1

データ用の共有ストレージが、Symantec Cluster Server 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

ノード A で、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t13d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

EMC
SYMMETRIX
5567
42031000a

/dev/rdsk/c2t11d0s2 パスを使ってノード B で同じコマンドを実行したときに、同

じシリアル番号情報が表示される必要があります。
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。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t1d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
-SUN
0117
0401EB6F0002

詳しくは、vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
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vxfenclearpre ユーティリティについて
vxfenclearpre ユーティリティを使って、ディスク上およびコーディネーションポイントサー
バー上の SCSI-3 の登録と予約を削除できます。
p.387 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
このユーティリティはサーバー型のフェンシングもサポートするようになりました。
vxfenclearpre ユーティリティを使用して現在のクラスタの CP サーバー（コーディネー
ションポイントサーバー）から登録を削除できます。ユーティリティを実行するローカルノー
ドでは、/etc/vx/.uuids ディレクトリの clusuuid ファイルに現在のクラスタの UUID が含ま
れている必要があります。対象クラスタの UUID ファイルがローカルノードにない場合、
ユーティリティはコーディネーションポイントサーバーから登録を削除しません。
メモ: ユーティリティを使用してコマンドで指定した任意のクラスタの一連のコーディネータ
ディスクから登録キーおよび登録（予約）を削除することができますが、CP サーバーから
は現在のクラスタの登録しか消去できません。また、ユーティリティがコーディネーション
ポイントサーバーによって使用されている IP アドレスとネットワーク接続を確立しようとす
るため、コーディネーションポイントサーバーの登録を消去するのに時間がかかる場合が
あります。この遅延は、IP アドレスに到達できないか、IP アドレスが正しくない場合に、
ネットワークの問題により発生する可能性があります。
vxfenclearpre ユーティリティの使用上発生した問題については、ログファイル
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log を参照することができます。
p.759 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS クラスタ ノードでのフェン
シング起動時の問題」 を参照してください。

すでに存在するキーの削除
スプリットブレイン状態が起きた場合は、vxfenclearpre ユーティリティを使って CP サー
バー、SCSI-3 登録、予約をコーディネータディスク、コーディネーションポイントサーバー
からだけでなくすべての共有ディスクグループのデータディスクから削除します。
この手順を使って、別のノードの登録キーと予約キー、共有ディスクの他のノード、CP
サーバーを削除することもできます。
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スプリットブレイン後にキーをクリアするには

1

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

2

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。 各ノードにある次のコマ
ンドを実行してポート h が閉じることを検証します。
# gabconfig -a

ポート h が出力に表示されていてはなりません。

3

すべてのノードで I/O フェンシングを停止します。ノードごとに次のコマンドを入力し
ます。
# svcadm disable -t vxfen

4

共有ストレージにアクセス可能な VCS 制御の範囲外で実行されるアプリケーション
がある場合、共有ストレージにアクセス可能なクラスタ内の他のすべてのノードを
シャットダウンします。 これによりデータの破損を防止します。

5

vxfenclearpre スクリプトを開始します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenclearpre
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6

389

スクリプトの開始メッセージと警告を確認します。 このとき、スクリプトの実行を選択で
きます。
Do you still want to continue: [y/n] (default : n) y

ノードがディスク/LUN から削除された場合、クラスタ内の 1 つのノードのコンソール
に次のような情報メッセージが表示される場合があります。 これらの情報メッセージ
を無視できます。
<date> <system name> scsi: WARNING: /sbus@3,0/lpfs@0,0/
sd@0,1(sd91):
<date> <system name> Error for Command: <undecoded
cmd 0x5f> Error Level: Informational
<date> <system name> scsi: Requested Block: 0 Error Block 0
<date> <system name> scsi: Vendor: <vendor> Serial Number:
0400759B006E
<date> <system name> scsi: Sense Key: Unit Attention
<date> <system name> scsi: ASC: 0x2a (<vendor unique code
0x2a>), ASCQ: 0x4, FRU: 0x0

スクリプトはディスクをクリーンアップし、次のステータスメッセージを表示します。

Cleaning up the coordinator disks...
Cleared keys from n out of n disks,
where n is the total number of disks.
Successfully removed SCSI-3 persistent registrations
from the coordinator disks.
Cleaning up the Coordination Point Servers...
...................
[10.209.80.194]:50001: Cleared all registrations
[10.209.75.118]:443: Cleared all registrations
Successfully removed registrations from the Coordination Point Servers.
Cleaning up the data disks for all shared disk groups ...
Successfully removed SCSI-3 persistent registration and
reservations from the shared data disks.
See the log file /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log
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390

You can retry starting fencing module. In order to restart the whole
product, you might want to reboot the system.

7

すべてのノードでフェンシングモジュールを開始します。
# svcadm enable vxfen

8

すべてのノードで VCS を起動します。
# hastart

vxfenswap ユーティリティについて
vxfenswap ユーティリティを使うと、オンライン状態のクラスタ内にあるコーディネータポイ
ントを追加、削除、交換できます。このユーティリティは、新しいディスクのシリアル番号が
すべてのノードで同一になっていることや、新しいディスクが I/O フェンシングをサポート
できることを確認します。
このユーティリティは、ディスクベースとサーバーベースのフェンシングをサポートします。
ユーティリティはクラスタ内のノード間の通信に SSH、RSH または hacli を使用します。
ユーティリティを実行する前に、ノード間の通信が次のいずれかのプロトコルでセットアッ
プされていることを確認してください。
vxfenswap（1M）マニュアルページを参照してください。

I/O フェンシングの条件について詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。
次の場合は、I/O フェンシングを停止せずにコーディネータディスクを置き換えることがで
きます。
■

ディスクに不具合が発生したか、またはディスクが操作不能になったため、新しいディ
スクグループに切り換える。
p.391 の 「クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディスクの置き
換え」 を参照してください。
p.395 の 「オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグループの置き
換え」 を参照してください。
クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクを置き換える場合、vxfenswap
ユーティリティを使うことはできません。ユーティリティが実行するコーディネータディス
クの置き換え手順を手動で実行する必要があります。
p.754 の 「クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換」 を参
照してください。

■

コーディネータディスクの役割を果たす新しいディスクが利用可能である。
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p.399 の 「回復したサイトからコーディネータディスクグループへのディスクの追加」 を
参照してください。
■

コーディネータディスクに登録されているキーが失われている。
このようなケースでは、クラスタはネットワーク分割が発生したときにパニックすることが
あります。vxfenswap コマンドを使って、コーディネータディスクを同じディスクに置き
換えることができます。データ置き換え中に、失われたキーが再度登録されます。デー
タ破損の危険性はありません。
p.401 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

サーバー型のフェンシングの設定では、次のタスクを実行するために vxfenswap ユー
ティリティを使うことができます。
■

カスタマイズされたコーディネーションポイントの計画された置き換えを実行する（CP
サーバーまたは SCSI-3 ディスク）。
p.412 の 「オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに使うコーディネーショ
ンポイントの置き換え」 を参照してください。

■

コーディネーションポイントで登録される I/O フェンシングのキーを更新する。
p.414 の 「サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更新」
を参照してください。

vxfenswap ユーティリティを使用して、VCS クラスタで、アプリケーションを停止させるこ
となく、ディスクベースのフェンシングとサーバーベースのフェンシング間の移行を行うこ
ともできます。
p.422 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。
p.423 の 「オンラインクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。
vxfenswap 操作が失敗した場合、vxfenswap コマンドの -a cancel を使って、
vxfenswap ユーティリティによって加えられた変更を手動でロールバックできます。
■

ディスク型のフェンシングの場合は、vxfenswap -g diskgroup -a cancel コマン
ドを使って vxfenswap 操作を取り消します。
ディスクの置き換え処理中にノードが失敗した場合や、ディスクの置き換えを中止した
場合は、このコマンドを実行する必要があります。

■

サーバー型のフェンシングの場合は、vxfenswap -a cancel コマンドを使って
vxfenswap 操作を取り消します。

クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディスクの
置き換え
動作しているクラスタで 1 つ以上のコーディネータディスクを追加、削除、置換する各手
順を確認します。
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警告: スクリプトが一連のコーディネータディスクを置き換え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ている場合、クラスタがパニックを起こす可能性があり
ます。
クラスタがオンライン状態のとき、コーディネータディスクグループのディスクを置き換え
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。

2

FaultTolerance 属性の値を決定します。
# hares -display coordpoint -attribute FaultTolerance -localclus

3

フェンシングの設定の一部としての使用を計画するコーディネーションポイントの数
を推定します。

4

FaultTolerance 属性の値を 0 に設定します。
メモ: 値を 0 に設定する必要があるのは、この後の手順で、この属性の値をコーディ
ネーションポイントの数未満の数に再設定する必要があるためです。これにより、
Coordpoint エージェントにエラーが発生しないようにします。

5

LevelTwoMonitorFreq 属性の既存の値を確認します。
#hares -display coordpoint -attribute LevelTwoMonitorFreq -localclus

メモ: 次のステップに進む前に属性値をメモします。移行後、属性を再び有効化す
るときに同じ値に設定する必要があります。
また、hares -display coordpoint を実行し、LevelTwoMonitorFreq 値が設定
されているかどうかを確認できます。

6

Coordpoint エージェントのレベル 2 の監視の無効化します。
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq 0
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7

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

8

コーディネータディスクグループをインポートします。
ファイル /etc/vxfendg には、コーディネータディスクを含むディスクグループの名
前（通常は、vxfencoorddg）が含まれます。したがって次のコマンドを実行します。
# vxdg -tfC import ‘cat /etc/vxfendg‘

各オプションの説明
-t は、ノードが再起動するまでの間のみ、ディスクグループをインポートするよう指定
します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。これは、1 つ以上のディスクがアク
セス不能の場合に必要です。
-C は、インポートしたすべてのロックを削除するよう指定します。

9

セットアップで VRTSvxvmversion を使う場合、手順 10 に進みます。ディスクを追加
または削除するために coordinator=off を設定する必要はありません。その他の
VxVM バージョンでは、次の手順を実行します。
version は特定のリリースバージョンです。

コーディネータディスクグループの coordinator 属性の値を off にします。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off

10 ディスクをコーディネータディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理
者ユーティリティの vxdiskadm を使います。

11 コーディネータディスクグループに新しいディスクを追加するには、次の手順を実行
します。
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■

ノードに新しいディスクを追加します。

■

VxVM ディスクとして新しいディスクを初期化します。

■

I/O フェンシングに準拠しているかどうかディスクを確認します。

■

新しいディスクをコーディネータディスクグループに追加し、コーディネータ属性
値をコーディネータディスクグループに対して「オン」と設定します。

手順について詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照して
ください。
ディスクグループの内容は変わっていますが、I/O フェンシングは同じ状態を保って
います。

12 1 つのノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。ディスクグループをユー
ティリティに指定する必要があります。
このユーティリティのタスクは次のとおりです。
■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。

■

各ノードで、変更するディスクグループ用のテストファイル /etc/vxfentab.test
を作成します。

■

vxfenswap コマンドで指定したディスクグループを読み取り、そのディスクグルー
プを各ノードの /etc/vxfentab.test ファイルに追加します。

■

すべてのノードで新しいディスクのシリアル番号が同じになっていることを確認し
ます。チェックが失敗すると、スクリプトは終了します。

■

各ノードで新しいディスクが I/O フェンシングをサポートできることを確認します。

13 正常なディスクであることが確認されると、ユーティリティは、成功したことを報告し、
新しいコーディネータディスクセットをコミットするかどうかを確認します。

14 コーディネーションポイント上のキーをクリアして vxfenswap 操作を続行するかどう
かを指定します。
Do you want to clear the keys on the coordination points
and proceed with the vxfenswap operation? [y/n] (default: n) y

15 ユーティリティが表示するメッセージを確認し、コーディネータディスクの新しいセット
をコミットすることを確認します。置き換えない場合は、手順 16 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは /etc/vxfentab.test
ファイルを /etc/vxfentab ファイルに移動します。

16 コーディネータディスクの新しいセットをコミットしない場合は、n と答えます。
vxfenswap ユーティリティはディスク置き換え操作をロールバックします。
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17 コーディネータフラグがステップ 9 で off に設定されている場合は、on に設定しま
す。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

18 ディスクグループをデポートします。
# vxdg deport vxfencoorddg

19 CoordPoint エージェントの LevelTwoMonitorFreq 属性を再び有効化します。属
性を無効にする前に設定されていた値を使うこともできます。
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq Frequencyvalue

Frequencyvalue は属性値です。

20 FaultTolerance 属性の値を、コーディネーションポイントの合計数の 50% よりも低
い値に設定します。
たとえば、設定に 4 つのコーディネーションポイントがある場合、属性値は 2 未満の
値にする必要があります。2 を超える値を設定した場合、CoordPoint エージェント
にエラーが発生します。

オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグループの置
き換え
vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクグループを置き換えることも
できます。次の例は、コーディネータディスクグループ vxfencoorddg を新しいディスクグ
ループ vxfendg に置き換えます。
コーディネータディスクグループを置き換えるには

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。

2

FaultTolerance 属性の値を決定します。
# hares -display coordpoint -attribute FaultTolerance -localclus

3

フェンシングの設定の一部としての使用を計画するコーディネーションポイントの数
を推定します。

4

FaultTolerance 属性の値を 0 に設定します。
メモ: 値を 0 に設定する必要があるのは、この後の手順で、この属性の値をコーディ
ネーションポイントの数未満の数に再設定する必要があるためです。これにより、
Coordpoint エージェントにエラーが発生しないようにします。
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5

396

LevelTwoMonitorFreq 属性の既存の値を確認します。
# hares -display coordpoint -attribute LevelTwoMonitorFreq -localclus

メモ: 次のステップに進む前に属性値をメモします。移行後、属性を再び有効化す
るときに同じ値に設定する必要があります。

6

Coordpoint エージェントのレベル 2 の監視の無効化します。
# haconf -makerw
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq 0
# haconf -dump -makero

7

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

8

/etc/vxfendg ファイル内にある現在のコーディネータディスクグループの名前（通

常は vxfencoorddg）を見つけます。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg
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9

現在のコーディネータディスクグループを置き換えることができる代替ディスクグルー
プを見つけます。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
c2t0d0s2
c2t1d0s2
c4t0d0
c4t0d1
c4t0d2
c4t0d3
c4t0d4
c4t0d5
c4t0d6

TYPE
DISK GROUP
STATUS
auto:LVM
- LVM
auto:LVM
- LVM
auto:LVM
- LVM
auto:cdsdisk
- (vxfendg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfendg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfendg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
online
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
online

次のコマンドを使って新しいディスクグループを作成することもできます。
# vxdg -o coordinator=on init alternatevxfendg disk1 disk2 disk3
# vxdg -o coordinator deport alternatevxfendg

10 I/O フェンシングに準拠しているかどうか新しいディスクグループを検証します。次の
コマンドを実行します。
# vxfentsthdw -c vxfendg

p.375 の 「vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループの
テスト」 を参照してください。

11 新しいディスクグループがまだデポートされていない場合は、次のコマンドを実行し
てディスクグループをデポートします。
# vxdg deport vxfendg

12 次のいずれかを実行します。
■

新しいフェンシングモードとディスクポリシー情報を含む /etc/vxfenmode.test
ファイルを作成します。

■

新しいフェンシングモードとディスクポリシー情報を使って既存の
/etc/vxfenmode を編集し、既存の /etc/vxfenmode.test ファイルがあれば
削除します。

/etc/vxfenmode.test ファイルと /etc/vxfenmode ファイルの形式が同じであることに
注意してください。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
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13 任意のノードで、vxfenswap ユーティリティを起動します。たとえば、vxfendg がコー
ディネータディスクグループとして使う新しいディスクグループの場合、次のコマンド
を実行します。
# vxfenswap -g vxfendg [-n]

このユーティリティのタスクは次のとおりです。
■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。

■

各ノードで、変更するディスクグループ用のテストファイル /etc/vxfentab.test
を作成します。

■

vxfenswap コマンドで指定したディスクグループを読み取り、そのディスクグルー
プを各ノードの /etc/vxfentab.test ファイルに追加します。

■

すべてのノードで新しいディスクのシリアル番号が同じになっていることを確認し
ます。チェックが失敗すると、スクリプトは終了します。

■

各ノードで新しいディスクグループが I/O フェンシングをサポートできることを確
認します。

14 正常なディスクであることが確認されると、ユーティリティは、成功したことを報告し、
コーディネータディスクグループを置き換えるかどうかを確認します。

15 コーディネーションポイント上のキーをクリアして vxfenswap 操作を続行するかどう
かを指定します。
Do you want to clear the keys on the coordination points
and proceed with the vxfenswap operation? [y/n] (default: n) y

16 ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、コーディネータディスクグループ
を置き換えることを確認します。置き換えない場合は、手順 21 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは /etc/vxfentab.test
ファイルを /etc/vxfentab ファイルに移動します。
ユーティリティはこの新しいディスクグループで /etc/vxfendg ファイルも更新しま
す。

17 コーディネータフラグを「on」に設定する前にインポートされていない場合は、新しい
ディスクグループをインポートします。
# vxdg -t import vxfendg
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18 新しいコーディネータディスクグループに対して、coordinator 属性の値を「on」に設
定します。
# vxdg -g vxfendg set

coordinator=on

古いディスクグループに対して、coordinator 属性の値を「off」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set

coordinator=off

19 新しいディスクグループをデポートします。
#

vxdg deport vxfendg

20 コーディネータディスクグループが変更されたことを確認します。
# cat /etc/vxfendg
vxfendg

コーディネータディスクグループの交換操作が完了しました。

21 コーディネータディスクグループを置き換えない場合は、プロンプトで n と答えます。
vxfenswap ユーティリティは、コーディネータディスクグループへのすべての変更を
ロールバックします。

22 CoordPoint エージェントの LevelTwoMonitorFreq 属性を再び有効にします。属
性を無効化する前に設定した値を使用する必要がある場合があります。
# haconf -makerw
# hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq Frequencyvalue
# haconf -dump -makero

Frequencyvalue は属性値です。

23 FaultTolerance 属性の値を、コーディネーションポイントの合計数の 50% よりも低
い値に設定します。
たとえば、設定に 4 つのコーディネーションポイントがある場合、属性値は 2 未満の
値にする必要があります。2 を超える値を設定した場合、CoordPoint エージェント
にエラーが発生します。

回復したサイトからコーディネータディスクグループへのディスクの追加
キャンパスクラスタ環境で、プライマリサイトが停止し、限定されたディスクセットを持つセ
カンダリサイトがオンラインになった場合を考えます。プライマリサイトが復元されると、プ
ライマリサイトのディスクも利用可能になり、コーディネータディスクとしての機能を果たす
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ことができます。vxfenswap ユーティリティを使って、このディスクをコーディネータディス
クグループに追加できます。
p.667 の 「キャンパスクラスタでの I/O フェンシングについて」 を参照してください。
回復したサイトからコーディネータディスクグループに新しいディスクを追加するには

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。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

コーディネータディスクグループの名前を確認します。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg

4

次のコマンドを実行します。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
c1t1d0s2
c2t1d0s2
c3t1d0s2

TYPE
DISK GROUP
STATUS
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
auto
- offline
auto
- offline

online
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5

コーディネータディスクグループで使われるディスク数を確認します。
# vxfenconfig -l
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
Count
: 1
Disk List
Disk Name
Major Minor Serial Number
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2

6

32

48

Policy

R450 00013154 0312

dmp

プライマリサイトがオンラインになったら、クラスタ内の任意のノードで vxfenswap
ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoorddg [-n]

7

コーディネータディスクの数を確認します。
# vxfenconfig -l
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
Single Disk Flag
: 0
Count
: 3
Disk List
Disk Name
Major Minor Serial Number
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2

32
32
32

48
32
16

Policy

R450 00013154 0312
R450 00013154 0313
R450 00013154 0314

dmp
dmp
dmp

コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、ネットワーク分割が
発生が発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクに置き換える
ことができます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登
録します。
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コーディネータディスクで失われたキーを更新するには

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。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

次のコマンドを実行して、キーのないコーディネータディスクを表示します。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 0
No keys...
...

4

/etc/vxfenmode ファイルを /etc/vxfenmode.test ファイルにコピーします。

これにより、両方のファイルの設定の詳細が確実に同じになります。

5

任意のノードで、次のコマンドを実行して vxfenswap ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoorddg [-n]

6

キーがコーディネータディスクに自動的に配置されていることを確認します。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 4
...
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コーディネーションポイントサーバーの管理について
この項では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）上で管理と保守のタス
クを実行する方法について説明します。
cpsadm コマンドと関連するコマンドオプションについて詳しくは、cpsadm（1M）マニュア

ルページを参照してください。

CP サーバーの操作（cpsadm）
表 10-2 は、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）の操作と必要な権限の
リストです。
表 10-2

CP サーバーの操作に対するユーザーの権限

CP サーバーの操作

CP サーバーのオペ
レータ

CP サーバーの管理者

add_cluster

–

✓

rm_clus

–

✓

add_node

✓

✓

rm_node

✓

✓

add_user

–

✓

rm_user

–

✓

add_clus_to_user

–

✓

rm_clus_from_user

–

✓

reg_node

✓

✓

unreg_node

✓

✓

preempt_node

✓

✓

list_membership

✓

✓

list_nodes

✓

✓

list_users

✓

✓

halt_cps

–

✓

db_snapshot

–

✓

ping_cps

✓

✓
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CP サーバーの操作

CP サーバーのオペ
レータ

CP サーバーの管理者

client_preupgrade

✓

✓

server_preupgrade

✓

✓

list_protocols

✓

✓

list_version

✓

✓

list_ports

–

✓

add_port

–

✓

rm_port

–

✓

CP サーバーデータベースからの VCS クラスタエントリの追加と削除
■

VCS クラスタを CP サーバーデータベースに追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_clus -c cluster_name -u uuid

■

VCS クラスタを CP サーバーデータベースから削除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus -u uuid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

cluster_name

VCS クラスタ名。

uuid

VCS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

CP サーバーデータベースに対する VCS クラスタノードの追加と削除
■

VCS クラスタノードを CP サーバーデータベースに追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_node -u uuid -n nodeid
-h host

■

VCS クラスタノードを CP サーバーデータベースから削除するには
次のようにコマンドを入力します。
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# cpsadm -s cp_server -a rm_node -u uuid -n nodeid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

VCS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

VCS クラスタノードのノード ID。

host

ホスト名

CP サーバーユーザーの追加または削除
■

ユーザーを追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_user -e user_name -f user_role
-g domain_type -u uuid

■

ユーザーを削除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_user -e user_name -g domain_type

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

user_name

CP サーバー設定に追加するユーザー。

user_role

ユーザーの役割。cps_admin または cps_operator。

domain_type

ドメインタイプ（例: vx、unixpwd、nis）。

uuid

VCS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

CP サーバーユーザーのリスト表示
CP サーバーユーザーのリストを表示するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

すべての VCS クラスタのノードのリスト表示
すべての VCS クラスタノードのノードをリスト表示するには
次のようにコマンドを入力します。
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# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

VCS クラスタのノードのメンバーシップのリスト表示
VCS クラスタのノードのメンバーシップをリスト表示するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_membership -c cluster_name
cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

cluster_name

VCS クラスタ名。

ノードの獲得
ノードを獲得するには次のコマンドを使います。
ノードを獲得するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a preempt_node -u uuid -n nodeid
-v victim_node id
cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

VCS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

VCS クラスタノードのノード ID。

victim_node id

1 つ以上の被害側ノードのノード ID。

ノードの登録と登録解除
■

ノードを登録するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a reg_node -u uuid -n nodeid

■

ノードを登録解除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node -u uuid -n nodeid
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cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

VCS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

VCS クラスタノードのノード ID。

VCS クラスタへのユーザーのアクセスの有効化と無効化
■

VCS クラスタへのユーザーのアクセスを有効にするには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_clus_to_user -e user
-f user_role -g domain_type -u uuid

■

VCS クラスタへのユーザーのアクセスを無効にするには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus_from_user -e user_name
-f user_role -g domain_type -u uuid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

user_name

CP サーバーに追加するユーザー名。

user_role

ユーザーの役割。cps_admin または cps_operator。

domain_type

ドメインタイプ（例: vx、unixpwd、nis）。

uuid

VCS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

VCS 制御外での CP サーバーの起動と停止
VCS 制御外の CP（コーディネーションポイント）サーバーの起動と停止を行うことができ
ます。
VCS 制御外の CP サーバーを起動するには

1

vxcpserv のバイナリを直接実行します。
# /opt/VRTScps/bin/vxcpserv

コマンドが成功した場合、コマンドはメッセージなしですぐに返されます。

2

CP サーバーの状態を確認するには、ログファイル
/var/VRTScps/log/cpserver_A.log を検証します。
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VCS 制御外の CP サーバーを停止するには

1

次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a halt_cps

変数 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を表し、
port_number は CP サーバーが応答準備しているポート番号を表します。

2

CP サーバーが停止メッセージを受信して停止されたことを確認するには、ログファ
イル /var/VRTScps/log/cpserver_A.log を検証します。

CP サーバーの接続性の確認
CP サーバーの接続性を確認するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

実行時における CP サーバーの仮想 IP アドレスとポートの追加と削除
実行時に CP サーバーの仮想 IP アドレスとポートを追加および削除する手順は、
Symantec Product Authentication Services （AT）を介した通信と、非セキュア通信に
のみ適用されます。HTTPS での通信には適用されません。
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）通信に対しては、複数の仮想 IP ア
ドレスを使用できます。 各仮想 IP アドレスにはポート番号を割り当てることができます。
CP サーバーの初期設定を行った後に仮想 IP アドレスを追加または削除する場合は、
cpsadm コマンドを実行できます。 追加または削除するこれらの仮想 IP アドレスとポート
によって vxcps.conf ファイルは変更されません。 そのため、これらの変更は CP サー
バーを再起動すると維持されません。
詳しくは、cpsadm（1M）マニュアルページを参照してください。
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実行時に CP サーバーに対する仮想 IP アドレスとポートを追加または削除するには

1

応答準備するように CP サーバーが設定されているすべてのポートを一覧表示する
には、次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_ports

CP サーバーが特定のポートで少なくとも 1 回正常に応答準備できなかった場合
は、出力の Connect History に never と表示されます。 vxcpserv プロセスの開始
時に IP アドレスがダウンしていた場合、IP アドレスが後にアップすると、vxcpserv
はそれらの IP アドレスにバインドします。次に例を示します。
# cpsadm -s 127.0.0.1 -a list_ports
IP Address
[10.209.79.60]:14250
[10.209.79.61]:56789
[10.209.78.252]:14250
[192.10.10.32]:14250

Connect History
once
once
never
once

CP サーバーは、ポートの健全性をアクティブに監視します。 IP アドレスとポートの
いずれかの組み合わせで CP サーバーが少なくとも 1 回正常に応答準備した場合
は、CP サーバーの有効期間中において後にポートがダウンしても、その IP アドレ
スとポートの Connect History に once と表示されます。 IP アドレスの最新の状態
は、VCS で設定されている該当の IP リソース状態から取得できます。

2

CP サーバーを再起動せずに CP サーバーに対して新しいポート（IP アドレスとポー
ト）を追加するには、次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a add_port
-i ip_address -r port_number

次に例を示します。
# cpsadm -s 127.0.0.1 -a add_port -i 10.209.78.52 -r 14250
Port [10.209.78.52]:14250 successfully added.
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3

CP サーバーを再起動せずに CP サーバーがポート（IP アドレスとポート）で応答準
備するのを停止するには、次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_port
-i ip_address -r port_number

次に例を示します。
# cpsadm -s 10.209.78.52 -a rm_port -i 10.209.78.252
No port specified. Assuming default port i.e 14250
Port [10.209.78.252]:14250 successfully removed.

CP サーバーデータベースのスナップショットの取得
CP サーバーデータベースのスナップショットを取得するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a db_snapshot

CP サーバーデータベースのスナップショットは次の場所に格納されま
す。/etc/VRTScps/db/cpsdbsnap. DATE.TIME
ここで、DATE はスナップショットの作成日、TIME はスナップショットの作成時間です。

CP サーバーと VCS クラスタの通信に対する設定の非セキュアからセ
キュアへの移行
次の手順では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）と VCS クラスタの設
定を非セキュアからセキュアに移行する方法を説明します。この手順は、CP サーバーと
VCS クラスタ間の Symantec Product Authentication Services（AT）ベースの通信に
のみ適用されます。
CP サーバーと VCS クラスタの設定を非セキュアからセキュアに移行するには

1

CP サーバーを使うすべてのクラスタノードで VCS を停止します。
# hastop -all

2

すべてのクラスタのすべての VCS クラスタノードでフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

3

各 CP サーバーで次のコマンドを使ってすべての CP のサーバーを停止します。
# hagrp -offline CPSSG -any
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4

CP サーバーとすべてのクライアントでセキュリティが通信に対して設定されているこ
とを確認します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

5

■

CP サーバーが SFHA クラスタでホストされている場合は、各 CP サーバーでこ
の手順を実行します。
CPSSG サービスグループ内のマウントリソースをオンラインにします。
# hares -online cpsmount -sys local_system_name

残りの手順を完了します。
■

6

CP サーバーがシングルノード VCS クラスタでホストされている場合は、手順 8
にスキップして、残りの手順を完了します。

マウントリソースがオンラインになったら、デフォルトの場所から共有ストレージに
credentials ディレクトリを移動します。
# mv /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER /etc/VRTSvcs/db/

7

CP サーバーのすべてのノードでソフトリンクを作成します。
# ln -s /etc/VRTScps/db/CPSERVER ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER

8

security=1 に設定するように各 CP サーバーの /etc/vxcps.conf を編集します。

9

次のコマンドを使って CP サーバーを起動します。
# hagrp -online CPSSG -any

10 クラスタの最初のノードで /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf を編集し、
UseFence=SCSI3 属性を削除します。
クラスタの最初のノードで VCS を起動した後、クラスタのその他すべてのノードで
VCS を起動します。

11 インストーラを使って各クラスタでフェンシングを再設定します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -fencing
<version> は特定のリリースバージョンです。
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オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに使うコーディネー
ションポイントの置き換え
オンラインの VCS クラスタで、アプリケーションを停止させることなく、カスタマイズされた
コーディネーションポイント（CP サーバーまたは SCSI-3 ディスク）の計画的な置き換え
を実行するには、次の手順を使います。
メモ: 複数のクラスタが同じ CP サーバーを共有する場合、各クラスタでこの置き換え手
順を実行する必要があります。
オンラインクラスタで、vxfen_mechanism=cps 設定を使ってカスタマイズモードでフェン
シングを実行しているときは、vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイ
ントを置き換えることができます。オンラインクラスタで、ユーティリティはサーバーベース
のフェンシング（vxfen_mode=customized）からディスクベースのフェンシング
（vxfen_mode=scsi3）への移行、またはその逆の移行もサポートします。
ただし、VCS クラスタでフェンシングが無効になっている場合 (vxfen_mode=disabled)
は、クラスタをオフラインにして、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必要があります。
p.416 の 「CP サーバーの配備と移行のシナリオ」 を参照してください。
コーディネーションポイントの置き換え操作は vxfenswap -a cancel コマンドを使って
いつでも取り消すことができます。
p.390 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
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オンラインクラスタのコーディネーションポイントを交換するには

1

VCS クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたことを確認しま
す。次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cpserver -a list_nodes
# cpsadm -s cpserver -a list_users

ここで VCS クラスタノードが存在しない場合は、VCS クラスタが使用する新しい CP
サーバーを準備します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

2

フェンシングが、コーディネーションポイントの古いセットを使用し、カスタマイズされ
たモードのクラスタで実行していることを確認します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d

コマンドの出力は次のようになります。
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: <version>
Fencing Mode: Customized
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

各 VCS クラスタ ノードで、CP サーバー情報などのフェンシング設定の変更を含む
新しい /etc/vxfenmode.test ファイルを作成します。
確認し、必要ならば、セキュリティ、コーディネーションポイント、および設定に該当
する場合は vxfendg に関する vxfenmode パラメータを更新します。
これらのパラメータと新しく設定可能な値について詳しくは、vxfenmode ファイル内
のテキスト情報を参照してください。

4

クラスタのノードの 1 つから、vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要

とします。デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには -n を使用します。 –p
<protocol> を使います。<protocol> は ssh、rsh、または hacli です。
#

vxfenswap [-n | -p <protocol>]
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5

ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、変更をコミットするかどうかを確認
します。
■

新しいフェンシング設定の変更をコミットしない場合は、Enter キーを押すか、プ
ロンプトで n と答えます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) n
vxfenswap ユーティリティは移行操作をロールバックします。

■

新しいフェンシング設定の変更をコミットする場合は、プロンプトで y と答えます。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティは、操作を正常に完了すると、/etc/vxfenmode.test ファイルを
/etc/vxfenmode ファイルに移動します。

6

vxfen ドライバによって現在使用されているコーディネーションポイントを確認するこ
とで、vxfenswap ユーティリティの正常な実行を確認します。
たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更
新
VCS クラスタがオンラインの場合のコーディネーションポイント（CP サーバー）のキーの
交換には、そのコーディネーションポイントの登録の更新が含まれます。VCS クラスタで
アプリケーション停止時間を発生させずに CP サーバーで登録の計画的な更新を実行
できます。 CP サーバーエージェントが CP サーバーデータベースのこのような登録の
損失についてのアラートを発行した場合は、CP サーバーで登録を更新する必要があり
ます。
次の手順ではコーディネーションポイントの登録を更新する方法を説明します。
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サーバーベースのフェンシングで使うコーディネーションポイント上の登録キーを更新す
るには

1

VCS クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたことを確認しま
す。次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes
# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで VCS クラスタノードが存在しない場合は、VCS クラスタが使用する新しい CP
サーバーを準備します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

2

フェンシングが /etc/vxfenmode ファイルで指定されているコーディネーションポイ
ントを使用し、カスタマイズされたモードでクラスタ上で実行していることを確認しま
す。
/etc/vxfenmode.test ファイルがある場合、そのファイル内の情報と /etc/vxfenmode
ファイルを同じにしてください。そうしないと、vxfenswap ユーティリティは
/etc/vxfenmode.test ファイルに記載された情報を使います。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: CUSTOMIZED
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

I/O フェンシングで現在使っているコーディネーションポイントを一覧表示します。
# vxfenconfig -l

4

/etc/vxfenmode ファイルを /etc/vxfenmode.test ファイルにコピーします。

これにより、両方のファイルの設定の詳細が確実に同じになります。
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5

クラスタの 1 つのノードから vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要

とします。デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには、-n を使用します。
次に例を示します。
# vxfenswap [-n]

コマンドの出力は次のようになります。
VERITAS vxfenswap version <version> <platform>
The logfile generated for vxfenswap is
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenswap.log.
19156
Please Wait...
VXFEN vxfenconfig NOTICE Driver will use customized fencing
- mechanism cps
Validation of coordination points change has succeeded on
all nodes.
You may commit the changes now.
WARNING: This may cause the whole cluster to panic
if a node leaves membership before the change is complete.

6

変更をコミットするかどうかを確認するメッセージを表示されます。y を入力してコミッ
トします。
コマンドはコーディネーションポイント置き換えの成功確認を返します。

7

vxfenswap ユーティリティの実行が成功したことを確認します。 CP エージェントが
設定されている場合、コーディネーションポイントの登録が見つかると ONLINE が
報告されます。 CP サーバー上の登録は cpsadm ユーティリティを、コーディネータ
ディスク上の登録は vxfenadm ユーティリティをそれぞれ使って表示できます。
実行中のオンラインコーディネーションポイントの更新操作は以下のコマンドを使っ
ていつでも取り消すことができます。
# vxfenswap -a cancel

CP サーバーの配備と移行のシナリオ
表 10-3 に、サポート対象の配備と移行のシナリオ、および VCS クラスタと CP サーバー
で実行する必要がある手順を示します。
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表 10-3
シナリオ

CP サーバー

VCS クラスタの CP 新しい CP サー
サーバーを初めて設 バー
定する

CP サーバーの配備と移行のシナリオ
VCS クラスタ

必要な処理

コーディネーショ 指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
ンポイントとして
1 新しい CP サーバーを設定する準備をします。
CP サーバーを使
CP サーバーを設定します。
用する新規 VCS 2
クラスタ
3 VCS クラスタで使用する新しい CP サーバーを準備しま
す。
VCS クラスタノードで、サーバー型の I/O フェンシングを設定し
ます。
手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。

既存の運用 CP
既存の運用 CP
サーバーに新しい サーバー
VCS クラスタを追加
する

新しい VCS クラス VCS クラスタノードで、サーバー型の I/O フェンシングを設定し
タ
ます。

既存の CP サー
新しい CP サー
バーから新しい CP バー
サーバーへコーディ
ネーションポイントを
交換する

コーディネーショ 指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
ンポイントとして
1 新しい CP サーバーを設定する準備をします。
CP サーバーを使
CP サーバーを設定します。
用する既存 VCS 2
クラスタ
3 VCS クラスタで使用する新しい CP サーバーを準備しま
す。

手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。

手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。
VCS クラスタのノードで、vxfenswap コマンドを実行して CP
サーバーの交換へと進みます。
p.412 の 「オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに
使うコーディネーションポイントの置き換え」 を参照してください。
既存の CP サー
運用 CP サー
バーから運用 CP
バー
サーバーコーディ
ネーションポイントへ
コーディネーション
ポイントを交換する

コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する既存 VCS
クラスタ

指定された CP サーバーで、新しい CP サーバーを手動で設
定する準備をします。
手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。
VCS クラスタのノードで、vxfenswap コマンドを実行して CP
サーバーの交換へと進みます。
p.412 の 「オンラインクラスタでサーバーベースのフェンシングに
使うコーディネーションポイントの置き換え」 を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

新しい CP サーバー 新しい CP サー
コーディネーション バー
ポイントを持つ VCS
クラスタでフェンシン
グを有効にする

VCS クラスタ

必要な処理

フェンシングが無
メモ: 無効モードのフェンシングからカスタマイズされたモードに
効モードで設定さ
移行すると、VCS クラスタでアプリケーションのダウンタイムが発
れている既存の
生します。
VCS クラスタ

指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
1

新しい CP サーバーを設定する準備をします。

2

新しい CP サーバーを設定します。

3

VCS クラスタで使用する新しい CP サーバーを準備しま
す。

手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。

VCS クラスタノードで、以下の手順を実行します。
1

VCS クラスタですべてのアプリケーション、VCS、および
フェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての VCS クラスタノードで実
行されるように）次のコマンドを使用します。
# hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

VCS クラスタで I/O フェンシングを再設定します。
手順については、『Symantec Cluster Server インストー
ルガイド』を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

運用 CP サーバー 運用 CP サー
コーディネーション バー
ポイントを持つ VCS
クラスタでフェンシン
グを有効にする

VCS クラスタ

必要な処理

フェンシングが無
メモ: 無効モードのフェンシングからカスタマイズされたモードに
効モードで設定さ
移行すると、アプリケーションのダウンタイムが発生します。
れている既存の
VCS クラスタ
指定された CP サーバーで、新しい CP サーバーを設定する
準備をします。
この手順については、『Symantec Cluster Server インストール
ガイド』を参照してください。

VCS クラスタノードで、以下のタスクを実行します。
1

VCS クラスタですべてのアプリケーション、VCS、および
フェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての VCS クラスタノードで実
行されるように）次のコマンドを使用します。
#hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

VCS クラスタでフェンシングを再設定します。
手順については、『Symantec Cluster Server インストー
ルガイド』を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

新しい CP サーバー 新しい CP サー
コーディネーション バー
ポイントを持つ VCS
クラスタでフェンシン
グを有効にする

VCS クラスタ

必要な処理

フェンシングが
指定された CP サーバーで、次のタスクを実行します。
scsi3 モードで設
1 新しい CP サーバーを設定する準備をします。
定されている既存
新しい CP サーバーを設定します。
の VCS クラスタ 2

3

VCS クラスタで使用する新しい CP サーバーを準備しま
す。

手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。
クラスタがオンラインかオフラインかに応じて、次の手順を実行
します。

オンラインであるクラスタの場合は、VCS クラスタで次の
タスクを実行します。
◆

vxfenswap コマンドを実行して、ディスクベースのフェン
シングからサーバーベースのフェンシングに移行します。
p.422 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシ
ングからサーバーベースのフェンシングへの移行」 を参照
してください。

オフラインであるクラスタの場合は、VCS クラスタで次の
タスクを実行します。
1

VCS クラスタですべてのアプリケーション、VCS、および
フェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての VCS クラスタノードで実
行されるように）次のコマンドを使用します。
# hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

VCS クラスタで I/O フェンシングを再設定します。
手順については、『Symantec Cluster Server インストー
ルガイド』を参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

運用 CP サーバー 運用 CP サー
コーディネーション バー
ポイントを持つ VCS
クラスタでフェンシン
グを有効にする

VCS クラスタ

必要な処理

フェンシングが無 指定された CP サーバーで、新しい CP サーバーを設定する
効モードで設定さ 準備をします。
れている既存の
この手順については、『Symantec Cluster Server インストール
VCS クラスタ
ガイド』を参照してください。
クラスタがオンラインかオフラインかに応じて、次の手順を実行
します。

オンラインであるクラスタの場合は、VCS クラスタで次の
タスクを実行します。
◆

vxfenswap コマンドを実行して、ディスクベースのフェン
シングからサーバーベースのフェンシングに移行します。
p.422 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシ
ングからサーバーベースのフェンシングへの移行」 を参照
してください。

オフラインであるクラスタの場合は、VCS クラスタで次の
タスクを実行します。
1

VCS クラスタですべてのアプリケーション、VCS、および
フェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべての VCS クラスタノードで実
行されるように）次のコマンドを使用します。
#hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

VCS クラスタでフェンシングを再設定します。
手順については、『Symantec Cluster Server インストー
ルガイド』を参照してください。

アプリケーションダウ 運用 CP サー
ンタイムを発生させ バー
ずにコーディネー
ションポイント（CP
サーバー/コーディ
ネータディスク）の
VCS クラスタノード
の登録を更新する

コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する既存 VCS
クラスタ

VCS クラスタで、vxfenswap コマンドを実行して CP サーバー
のキーを更新します。
p.414 の 「サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイ
ントの登録キーの更新」 を参照してください。
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ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間
の移行について
VCS クラスタのアプリケーションにダウンタイムを発生させずにフェンシング設定間を移
行できます。
次の場合に、ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに移行で
きます。
■

サーバーベースのフェンシングの利点を活用する場合。

■

障害が発生したコーディネータディスクをコーディネーションポイントサーバー（CP
サーバー）に置き換える場合。

p.422 の 「オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。
同様に、CP サーバーシステムで保守タスクを実行するときに、サーバーベースのフェン
シングからディスクベースのフェンシングに移行できます。
p.423 の 「オンラインクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェ
ンシングへの移行」 を参照してください。

オンラインクラスタでのディスクベースのフェンシングからサーバーベー
スのフェンシングへの移行
インストーラを使うかまたは手動のいずれかで、VCS クラスタ内のアプリケーションダウン
タイムを発生させずに、ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシング
に移行できます。
p.422 の 「ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間の移行について」 を参
照してください。
また、応答ファイルを使用してフェンシング間の設定を移行できます。
p.423 の 「応答ファイルを使用したフェンシング設定間の移行」 を参照してください。
警告: コーディネーションポイントの移行操作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た場合、クラスタはパニックを起こす可能性があります。
ここでは、次の内容について説明します。
スクリプトベースのインストーラを
使った移行
手動による移行
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オンラインクラスタでのサーバーベースのフェンシングからディスクベー
スのフェンシングへの移行
インストーラを使うかまたは手動のどちらかで、VCS クラスタ内のアプリケーションダウンタ
イムを発生させずに、サーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシング
に移行できます。
p.422 の 「ディスクベースとサーバーベースのフェンシング設定間の移行について」 を参
照してください。
また、応答ファイルを使用してフェンシング間の設定を移行できます。
p.423 の 「応答ファイルを使用したフェンシング設定間の移行」 を参照してください。
警告: コーディネーションポイントの移行操作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た場合、クラスタはパニックを起こす可能性があります。
ここでは、次の内容について説明します。
スクリプトベースのインストーラを
使った移行
手動による移行

応答ファイルを使用したフェンシング設定間の移行
通常、I/O フェンシング設定間の移行後にインストーラが生成する応答ファイルを使用で
きます。 これらの応答ファイルを編集して、VCS クラスタの自動フェンシングの再設定を
実行します。
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

VCS が設定されていることを確認します。

2

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。
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3

VCS クラスタがオンライン状態であり、ディスクベースまたはサーバーベースのフェ
ンシングが使われていることを確認します。
# vxfenadm -d

VCSクラスタでディスクベースのフェンシングが使われている場合の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングが使われている場合の例:

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)
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4

425

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。
サンプルファイルを確認して、I/O フェンシングを再設定します。
p.425 の 「ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシングに移行
するための応答ファイルのサンプル」 を参照してください。
p.426 の 「サーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシングに移行
するための応答ファイルのサンプル」 を参照してください。
p.426 の 「単一 CP サーバーベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシ
ングに移行するための応答ファイルのサンプル」 を参照してください。

5

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.426 の 「フェンシング設定間を移行するための応答ファイル変数」 を参照してくだ
さい。

6

応答ファイルをコピーしたシステムで I/O フェンシングの再設定を開始します。 次に
例を示します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -responsefile /tmp/
¥ response_file

<version> は特定のリリースバージョンで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶
対パス名です。

ディスクベースのフェンシングからサーバーベースのフェンシング
に移行するための応答ファイルのサンプル
3 枚のコーディネータディスクを使用するディスクベースのフェンシングから、1 台の CP
サーバーと 2 枚のコーディネータディスクを使用するサーバーベースのフェンシングに
移行するための応答ファイルのサンプルを次に示します。
$CFG{disks_to_remove}=[ qw(emc_clariion0_62) ];
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.198.89.251)];
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.204"}=14250;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.251"}=14250;
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.251"}=[ qw(10.198.89.251 10.198.89.204) ];
$CFG{fencing_ncp}=1;
$CFG{fencing_option}=4;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=22462;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
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サーバーベースのフェンシングからディスクベースのフェンシング
に移行するための応答ファイルのサンプル
1 台の CP サーバーと 2 枚のコーディネータディスクを使用するサーバーベースのフェ
ンシングから、3 枚のコーディネータディスクを使用するディスクベースのフェンシングに
移行するための応答ファイルのサンプルを次に示します。
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_66) ];
$CFG{fencing_mode}="scsi3";
$CFG{fencing_ncp}=1;
$CFG{fencing_ndisks}=1;
$CFG{fencing_option}=4;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{servers_to_remove}=[ qw([10.198.89.251]:14250) ];
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=42076;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";

単一 CP サーバーベースのフェンシングからサーバーベースのフェ
ンシングに移行するための応答ファイルのサンプル
単一 CP サーバーベースのフェンシングから、1 台の CP サーバーと 2 枚のコーディ
ネータディスクを使用するサーバーベースのフェンシングに移行するための応答ファイル
のサンプルを次に示します。
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_62 emc_clariion0_65) ];
$CFG{fencing_dgname}="fendg";
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_ncp}=2;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
$CFG{fencing_option}=4;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=42076;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";

フェンシング設定間を移行するための応答ファイル変数
表 10-4 VCS に、フェンシング設定間を移行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 10-4

フェンシング設定間を移行するための特定の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

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 — 無効モード
4 — クラスタがオンラインである場合の
フェンシングの移行

（必須）
CFG {fencing_reusedisk}

スカラー

ディスクベースのフェンシング、またはコー
ディネータディスクを使うサーバーベース
のフェンシングに移行する場合に、空きディ
スク、またはディスクグループに所属済み
のディスクを使うかどうかを指定します。
■

■

0 — 空きディスクをコーディネータディ
スクとして使う
1 — ディスクグループに所属済みの
ディスクをコーディネータディスクとして
使う（コーディネータディスクとしてこれ
らを設定する前に、インストーラによっ
て所属先ディスクグループからディスク
が削除される）

（フェンシング設定がコーディネータディス
クを使用している場合は、必須）
CFG {fencing_ncp}

スカラー

追加する新しいコーディネーションポイント
数を指定します。
（必須）

CFG {fencing_ndisks}

スカラー

追加するコーディネーションポイントのディ
スク数を指定します。
（フェンシング設定がコーディネータディス
クを使用している場合は、必須）
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG {fencing_disks}

リスト

追加するコーディネーションポイントのディ
スクを指定します。
（フェンシング設定がコーディネータディス
クを使用している場合は、必須）

CFG {fencing_dgname}

スカラー

コーディネータディスクが属しているディス
クグループを指定します。
（フェンシング設定がコーディネータディス
クを使用している場合は、必須）

CFG {fencing_scsi3_disk_policy} スカラー

ディスクが使用する必要があるディスクポリ
シーを指定します。
（フェンシング設定がコーディネータディス
クを使用している場合は、必須）

CFG {fencing_cps}

リスト

追加するコーディネーションポイントの CP
サーバーを指定します。
（サーバーベースフェンシングの場合は、
必須）

CFG {fencing_cps_vips}{$vip1}

リスト

新しい 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指定します。
（サーバーベースフェンシングの場合は、
必須）

CFG {fencing_cps_ports}{$vip}

スカラー

新しい CP サーバーの仮想 IP がリスニン
グする必要があるポートを指定します。 指
定しない場合、デフォルト値は 14250 で
す。
（オプション）

CFG {servers_to_remove}

リスト

削除するコーディネーションポイントの CP
サーバーを指定します。

CFG {disks_to_remove}

リスト

削除するコーディネーションポイントのディ
スクを指定します。

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。
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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.328 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。
p.332 の 「優先フェンシングのしくみ」 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

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。
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# 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

I/O フェンシングのログファイルについて
特定のユーティリティに関連した情報については、適切なログファイルを参照してくださ
い。各ユーティリティまたはコマンドのログファイルの場所は次のとおりです。
■

vxfen 開始および停止ログ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log

■

vxfenclearpre ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log

■

vxfenctl ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenctl.log*

■

vxfenswap ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenswap.log*

■

vxfentsthdw ユーティリティ: /var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfentsthdw.log*

アスタリスク（*）は、コマンドの呼び出しごとに異なる数を表します。
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VCS の動作の制御
この章では以下の項目について説明しています。
■

リソース障害時の VCS の動作

■

サービスグループレベルでの VCS 動作の制御について

■

リソースレベルでの VCS 動作の制御について

■

エージェントファイルパスとバイナリの変更

■

ストレージ接続消失時の VCS 動作

■

サービスグループワークロード管理

■

ワークロード管理を示した設定例

リソース障害時の VCS の動作
VCS は、次のような状況が発生する場合にリソース障害と判断します。
■

リソースの状態が突然変化する場合。たとえば、オンラインのリソースがオフラインに
なる場合です。

■

必要な状態の変更が実行されない場合。たとえば、コマンドの指示どおりにリソース
のオンライン化やオフライン化が行われない場合です。

多くの場合、VCS エージェントは、リソースの障害をエンジンに報告する前に、事前に定
義されているアクションを実行して問題を修正します。たとえば、障害を宣言する前にリ
ソースのオンライン化を数回試行します。
VCS は、リソースに障害が発生した場合、障害が発生したリソースに対してクリーンアッ
プするアクションを自動的に実行します。 clean 機能により、このリソースが別のノードで
オンライン化される前に、確実に停止することができます。 これにより、同時性違反が回
避されます。
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リソースに障害が発生すると、VCS は、障害の発生したリソースに依存しているすべての
リソースをオフライン化します。これにより、障害がサービスグループ内に伝播します。

クリティカルなリソースとクリティカルでないリソース
リソースの Critical 属性により、リソース障害発生時にサービスグループがフェールオー
バーされるかどうかが決定されます。リソースをクリティカルでないと設定（Critical 属性を
0 に設定）している場合にエラーが起きたリソースに依存するリソースがクリティカルでな
ければ、このサービスグループをフェールオーバーしません。VCS は、障害が発生した
リソースをオフライン化し、グループの状態を PARTIAL に更新します。 また、この属性
により、サービスグループのオンライン手順でリソースがオンライン化されない場合に、
サービスグループが別のノードでオンライン化を試みるかどうかについても決定されます。
最小限のリソース依存関係で重要度を変更します。最小限のリソース依存関係の最小基
準を満たした場合の動作を次に示します。
■

クリティカルなリソースエラーが起きてもサービスグループをフェールオーバーしない

■

クリティカルでないリソースエラーが起きてもエラーを依存関係ツリーの上方向に伝播
しない

■

リソースエラーが起きてもサービスグループは ONLINE 状態のままになる

VCS の動作図
図 11-1 は、リソースの設定に使用される記号とカラーコードです。
図 11-1

リソース設定/処理の記号とカラーコード

シナリオ例 1: クリティカルな親リソースを持つリソースの障害
図 11-2 の例では、サービスグループに 5 つのリソースがあり、リソース R1 はクリティカ
ル（Critical）なリソースに設定されています。
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図 11-2

シナリオ 1: クリティカルな親リソースを持つリソースの障害

リソース R2 に障害が発生すると、その障害は依存関係ツリーを上方向にリソース R1 へ
伝播されます。 クリティカルなリソース R1 がオフラインになると、VCS はサービスグルー
プを faulted 状態にし、このサービスグループをクラスタ内の別のリソースにフェールオー
バーする必要があります。VCS は、まず、サービスグループ内の別のリソースを依存関
係の順にオフライン化します。リソース R3、R4、R5 をオフライン化した後、このサービス
グループを別のノードにフェールオーバーします。

シナリオ例 2: クリティカルでない親リソースを持つリソースの障害
図 11-3 の例では、サービスグループにはクリティカル（Critical）なリソースは含まれてい
ません。
図 11-3

シナリオ 2: クリティカルでない親リソースを持つリソースの障害

リソース R2 に障害が発生すると、障害は依存関係ツリーを上方向に伝播されます。 リ
ソース R1とリソース R2 はとともにクリティカルではないため、障害が発生しても、ツリーの
オフライン化やサービスグループのフェールオーバーは行われません。

シナリオ 3: クリティカルな親リソースを持つリソースのオンライン
化の失敗
図 11-4 の例では、サービスグループをオンライン化するコマンドが発行されましたが、リ
ソース R2 のオンライン化が失敗しています。
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図 11-4

シナリオ 3: クリティカルな親リソースを持つリソースのオンライン化
の失敗

VCS は、リソース R2 に対して clean 機能を呼び出し、障害を依存関係ツリーの上方に
伝播します。 リソース R1 はクリティカルなリソースに設定されているため、サービスグルー
プはオフライン化され、クラスタ内の別のノードにフェールオーバーされます。

シナリオ例 4: 最小限のリソース依存関係があるリソースのエラー
図 11-5 に、親リソース（R1）が 5 つの子リソース（R2 、R3、R4、R5、R6）に依存する例
を示します。親リソースをオンラインのままにするには、この 5 つのリソースのうち少なくと
も 2 つのリソースがオンラインである必要があります。
図 11-5

シナリオ例 4: 最小限のリソース依存関係があるリソースのエラー

VCS は、最小基準である 2 を満たすと R2、R3、R4 のエラーを許容します。R5 にエラー
が起きて R6 のみがオンラインで、オンラインの子リソースの数が最小基準の 2 を下回る
場合には、エラーは依存関係ツリーを上方向に親リソース R1 に伝播され、サービスグ
ループはオフラインになります。

サービスグループレベルでの VCS 動作の制御について
サービスグループ属性を設定して、リソース障害発生時の VCS 動作を変更できます。

AutoRestart 属性について
サービスグループ（GROUP_1）の永続的なリソースに障害が発生すると、次の条件が満
たされた場合に、このサービスグループは VCS によって別のシステムにフェールオー
バーされます。
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■

AutoFailOver 属性が設定されている。

■

クラスタ内に、GROUP_1 がフェールオーバー可能なシステムが存在する。

これらの条件がいずれも満たされない場合は、障害が発生したリソースがオンラインに
なった後でも、GROUP_1 は障害が解消されず、オフラインのままになります。
AutoRestart 属性を設定すると、オペレータが介入しなくてもサービスグループをオンラ
インに戻すことができます。 フェールオーバーターゲットが利用できない場合は、
AutoRestart 属性を設定することにより、障害が発生したグループのリソースが最初に使
用可能なシステム上でオンラインになった後に、そのシステム上でグループをオンライン
に戻すことができます。
たとえば、NIC は永続的なリソースです。場合によっては、システムが起動し、VCS が開
始されると、VCS はシステム上のすべてのリソースをプローブします。VCS が NIC リソー
スをプローブするときに、ネットワークが切断されて正常に動作できないために、リソース
がオンラインにならない場合があります。このような場合、NIC リソースは障害が発生した
とされ、サービスグループはオンラインになりません。ただし、ネットワークが回復し、NIC
リソースがオンラインになったとき AutoRestart が有効であれば、このサービスグループ
はオンラインになります。

サービスグループのエラーやシステムエラー発生時のフェールオーバー
の制御について
AutoFailOver 属性は、サービスグループやシステムで障害が発生した場合のサービス
グループのフェールオーバーを制御します。
利用可能な値は、0、1、2 です。HA/DR ライセンスをすでに有効にしていて、サービスグ
ループがハイブリッドサービスグループではない場合は、この属性の値を 2 に設定でき
ます。
表 11-1 に属性 AutoFailover がとりうる値を示します。
表 11-1

AutoFailover 属性がとりうる値と各値の説明

AutoFailover 属
性の値

説明

0

システムやサービスグループで障害が発生しても VCS はサービスグルー
プをフェールオーバーしません。
サービスグループ内で障害が発生した場合、そのリソースがクリティカルで
あるかどうかに応じて、グループがオフライン化されます。システムに障害が
発生した場合、別のシステムへのサービスグループのフェールオーバーは
行われません。
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AutoFailover 属
性の値

説明

1

システムまたはサービスグループで障害が発生した場合、フェールオーバー
先として適切なノードが存在すれば、VCS はサービスグループをフェール
オーバーします。
サービスグループの SystemZones 属性と FailOverPolicy 属性により、
サービスグループをフェールオーバーする動作が影響を受けます。グロー
バルクラスタの場合、フェールオーバーの決定は、ClusterFailOverPolicy
にも基づきます。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。

2

同じシステムゾーンまたはサイト内に他の適切なノードが存在する場合のみ、
VCS はサービスグループを自動的にフェールオーバーします。
同じシステムゾーンまたはサイト内に他の適切なノードが存在しない場合、
VCS はサービスグループをオフライン化し、管理者の対処を得るためにア
ラートを生成します。hagrp -online コマンドを使用してグループを手動
でオンライン化することができます。

メモ: SystemZones 属性が定義されていない場合は、フェールオーバー
の動作は AutoFailOver=1 の場合と似たものになります。

フェールオーバーポリシーの定義について
サービスグループ属性の FailOverPolicy により、VCS がフェールオーバー先のシステ
ムを選定する決定方法が決定されます。
表 11-2 に属性 FailoverPolicy がとりうる値を示します。
表 11-2

FailOverPolicy 属性がとりうる値と各値の説明

FailOverPolicy 属性の 説明
値
Priority

VCS は、最も優先度値の低いシステムをフェールオーバー先に選定
します。Priority フェールオーバーポリシーは、単純な 2 ノード型クラ
スタや、サービスグループの数が少ない小規模のクラスタに適してい
ます。
Priority は、SystemList 属性の中で SystemList = { SystemA,
SystemB } などのように順序指定によって暗黙的に設定される場合
と、SystemList = { SystemA=0, SystemB=1 } などのように明示的
に設定される場合があります。Priority は、デフォルトの動作です。
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FailOverPolicy 属性の 説明
値
RoundRobin

VCS は、実行中のサービスグループの数が最も少ないシステムを
フェールオーバー先に選定します。このポリシーは、システムにかか
るサービス負荷がほとんど同じサービスグループ（類似のデータベー
スやアプリケーションなど）を多数実行する大規模クラスタに適してい
ます。

Load

Load フェールオーバーポリシーは、次の要素で構成されます。
システムの処理能力とサービスグループの負荷は、Capacity 属性と
Load 属性により定義されます。
p.471 の System capacity and service group load を参照してくだ
さい。
システムの限界とサービスグループの必要条件は、Limits 属性と
Prerequisites 属性により定義されます。
クラスタ属性 Statistics が Enabled に設定されている場合、サービス
グループ属性 FailOverPolicy を Load に設定することはできません。
p.473 の System limits and service group prerequisites を参照し
てください。
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FailOverPolicy 属性の 説明
値
BiggestAvailable

VCS では、SystemList 内のすべてのシステムに対して予測された
利用可能容量に基づいてシステムが選択されます。利用可能な容量
が最も多く予測されたシステムを選択します。
クラスタ属性 Statistics が Enabled に設定されている場合のみ、この
ポリシーを設定できます。サービスグループ属性 Load は、CPU、
Memory、Swap について絶対単位で定義されます。単位には次の
値があります。
■

CPU には MHz または GHz

■

メモリには GB または MB

■

スワップには GB または MB

p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
仮想マシンサービスグループ（VMSG）の場合は、負荷は SCPU お
よび SMem により測定されます。 単位には次の値があります。
■

SCPU には CPU

■

SMem には GB または MB

VMSG の場合、BiggestAvailable ポリシーは
ServerAvailableCapacity、ServerAvailableForecast および Load
属性を参照して、サービスグループで要求される十分な空き CPU お
よびメモリを有する物理サーバーを選択します。そのようなサーバー
から、MeterWeight の属性に基づいて利用可能な容量が最も多い
物理サーバーを選択します。

AdaptiveHA について
サービスグループ属性 FailOverPolicy を BiggestAvailable に設定している場合、
AdaptiveHA は、VCS が使用できる最大のターゲットシステムを動的に選択してアプリ
ケーションをフェールオーバーできるようにします。VCS は、CPU、メモリ、スワップから利
用可能な容量を監視、予測して利用可能な最大システムを選択します。
仮想化環境では、VCS は物理サーバーの空き容量を SCPU と SMem で監視して、予
測します。VMSG で FailOverPolicy（サービスグループ属性）を BiggestAvailable に設
定すると、AdaptiveHA は、VCS が使用可能な最大のターゲット物理サーバーを選択し
て VMSG のオンライン化、切り替え、フェールオーバーを可能にします。

サービスグループに対する AdaptiveHA の有効化
AdaptiveHA を使うと、VCS は使用可能な最大のシステムへのアプリケーションのフェー
ルオーバーについて動的に判断できるようになります。
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サービスグループに対して AdaptiveHA を有効にするには

1

クラスタ属性の Statistics が Enabled に設定されていることを確認します。次のコマ
ンドを使って調べることができます。
# haclus -display|grep Statistics

この値は実行時には編集できません。

2

サービスグループの負荷を絶対単位の CPU、メモリ、スワップ、SCPU、SMem で
設定します。単位には次の値を使うことができます。
■

CPU には MHz または GHz

■

メモリには GB または MB

■

スワップには GB または MB

■

SCPU には CPU

■

SMem には GB または MB

Load 属性に少なくとも 1 つのキーを定義します。

3

クラスタレベルで MeterWeight 属性のデフォルト値を調べます。 属性がサービスグ
ループの測定の重みに関する必要条件を満たさない場合は、サービスグループに
MeterWeight を設定します。

4

main.cf で次のサービスグループ属性の値を設定または編集します。
■

前の手順で決定した値に Load と MeterWeight の値を修正します。

■

FailOverPolicy の値を BiggestAvailable に設定します。
実行時にサービスグループの属性 Load、MeterWeight、FailOverPolicy を設
定または編集できます。

上記の手順の完了後、AdaptiveHA は有効になります。サービスグループは、フェール
オーバー時には BiggestAvailable ポリシーに従います。
次の表で、AdaptiveHA を有効にする各種の属性や値について説明します。
表 11-3
使用例

設定する属性値

ホスト測定をオンにする

クラスタ属性 Statistics を MeterHostOnly に設
定します。

ホスト測定をオフにする

クラスタ属性 Statistics を Disabled に設定しま
す。

ホストの測定と予測をオンにする

クラスタ属性 Statistics を Enabled に設定しま
す。
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使用例

設定する属性値

hagrp -forecast CLI オプションを有効にする

クラスタ属性 Statistics を Enabled に設定し、
アプリケーションの CPU、メモリ、スワップの使用
状況に基づいてサービスグループ属性 Load も
設定します。

ホストまたはクラスタノードでサポートされている クラスタ属性 HostAvailableMeters の値を検証
測定を調べるには
します。
ホストの測定、予測、予測に使うポリシー決定を 次の処理を実行します。
有効にする
■ クラスタ属性 Statistics を Enabled に設定
する
■

■

■

サービスグループの属性 FailOverPolicy を
BiggestAvailable に設定する
アプリケーションの CPU、メモリ、スワップの
使用状況に基づいてサービスグループ属性
Load を設定する
任意で、サービスグループ属性
MeterWeight を設定する

測定または予測の頻度を変更する

クラスタ属性 MeterControl に応じて
MeterInterval と ForecastCycle のキーを設定
します。

利用可能な容量とその予測量を調べる

利用可能な容量とその予測量の値を調べるに
は次のコマンドを使います。

測定と予測が最新であるかどうかを調べる

■

# hasys -value system_name
AvailableCapacity

■

# hasys -value system_name
HostAvailableForecast

GlobalCounter と AvailableGC の差が 24 以
下である場合、測定値は最新です。
GlobalCounter と AvailableGC の差が 72 以
下である場合、予測値は最新です。

p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。
p.841 の System attributes を参照してください。
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仮想マシンサービスグループのリソースレベル測定を可能にする
ための前提条件
仮想マシンサービスグループのリソースレベル測定を可能にするための前提条件は次の
とおりです。
■

Statistics（クラスタ属性）を有効にする必要があります。

■

SCPU および SMem（リソースレベルのメーター）を Meters 属性に追加する必要が
あります。

■

SupportedOperations（タイプレベルの属性）属性に "meter" キーワードを含める必
要があります。

■

仮想 CPU およびメモリ要件がクラスタノード全体の LDom の要件と同じであることを
確認します。

測定の無効化
クラスタノードで特定のメーターを無効にするには:

1

VCS を停止します。
# hastop -all -force

2

3

次のファイルのバックアップを作成します。
■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

■

/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf

main.cf ファイルに HostMeters クラスタレベル属性を追加し、必要なキーを削除し
ます。HostMeters 属性のデフォルト値は次のとおりです。
HostMeters = {“CPU”, “Mem”, “Swap”, "SCPU", "SMem"}

4

5

メーターのエントリポイントを無効にするには:
■

HostMeters 属性から SCPU キーおよび SMem キーを削除します。キーを削
除した後、HostMeters 属性は次のようになります。
デフォルト: HostMeters = {“CPU”, “Mem”, “Swap”}

■

types.cf ファイルで、LDom タイプの Meters 属性を削除します。

VCS を起動します。
# hastart

6

メーターのエントリポイントが無効になっているかどうかを確認するには:
■

次のコマンドを入力し、HostMeters 属性が SCPU および SMem キーを含ん
でいないことを確認します。
# haclus -value HostMeters
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■

次のコマンドを入力し、Meters 属性が LDom タイプでポピュレートされていない
ことを確認します。
# hatype -display LDom -attribute Meters

測定の再有効化
クラスタノードで特定のメーターを再有効化するには:

1

VCS を停止します。
# hastop -all -force

2

測定を無効にする前にバックアップ済みの次のファイルを復元します。
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf

3

VCS を起動します。
# hastart

4

メーターのエントリポイントが再び有効になっているかどうかを確認するには:
■

次のコマンドを入力し、HostMeters 属性が SCPU および SMem キーを含む
ことを確認します。
# haclus -value HostMeters

■

次のコマンドを入力し、Meters 属性が LDom タイプでポピュレートされているこ
とを確認します。
# hatype -display LDom -attribute Meters

FailOverPolicy を BiggestAvailable に設定する場合の注意事項
ローカル依存関係に関連付けられた親または子のサービスグループと BiggestAvailable
に設定した FailOverPolicy の MeterWeight の値は同じにしてください。 これらのグルー
プの MeterWeight が同じでない場合、エンジンはクラスタ属性 MeterWeight を参照し
ます。
メモ: MeterWeight を設定すると、VCS が親サービスグループの推奨システムに基づい
て子サービスグループのターゲットシステムを決定できます。
p.439 の 「サービスグループに対する AdaptiveHA の有効化」 を参照してください。

最新版への VCS 設定ファイルの手動アップグレード
インストーラを使って古いバージョンの VCS からアップグレードすると、VCS 設定ファイ
ル（main.cf）は自動的にアップグレードされます。
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VCS を手動でアップグレードする場合は、VCS 設定ファイルに次の変更を加えるように
アップグレードします。
■

システムの Capacity 属性とサービスグループの Load 属性は、スカラー整数から整
数関連（多次元）型の属性に変更します。
たとえば、main.cf ファイルの System（システム）に Capacity 属性を定義している場
合やサービスグループに Load 属性を設定している場合は、次のように変更します。
Group Gx (
....
Load = 20
)
System N1 (
....
Capacity = 30
)

main.cf ファイルを更新するには、Load 属性と System 属性の Capacity の値を次
のように更新します。
Group Gx (
....
Load = { Units = 20 }
)
System N1 (
....
Capacity = { Units = 30 }
)
■

クラスタ属性 HostMonLogLvl を main.cf ファイルで定義している場合は、この属性
を Statistics に置換し、次のように適切に変更します。
■

HostMonLogLvl = ALL を Statistics = MeterHostOnly に置換

■

HostMonLogLvl = AgentOnly を Statistics = MeterHostOnly に置換
メモ: HostMonLogLvl 値が AgentOnly の場合は、厳密には Statistics に相当
する値はありません。 ただし、Statistics を MeterHostOnly に設定すると、VCS
はエンジンログと HostMonitor エージェントログにホストの利用率に関するメッセー
ジを記録します。

■

HostMonLogLvl = Disabled を Statistics = Disabled に置換

p.63 の 「main.cf ファイルについて」 を参照してください。
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システムゾーンについて
SystemZones 属性により、フェールオーバー先を決める最初の段階でフェールオー
バー先として使えるシステムのサブセットを作成できます。この機能により、アプリケーショ
ンのフェールオーバー先を厳密に決定することができますが、クラスタ内の任意のシステ
ムにフェールオーバーできる柔軟性も確保されます。
この属性が設定されると、サービスグループは、別のゾーンのホストが選択されるまで、こ
のシステムゾーン内に留まろうとします。たとえば、Web サーバー、アプリケーションサー
バーとデータベースサーバーを使う 3 層型のアプリケーション構造の場合、アプリケー
ションとデータベースに対して 2 つのシステムゾーンを作成できます。フェールオーバー
の実行時、アプリケーションゾーンのサービスグループは、そのゾーン内の別のノードに
フェールオーバーしようとします。使用可能なノードがアプリケーションゾーンにない場合
は、Load と Limits の設定に基づいて、データベースゾーンにフェールオーバーします。
この設定の場合、データベースバックエンドに存在する余分な Capacity と Limits は、
データベースがフェールオーバーする際の負荷の増大に備えて、確保されています。ア
プリケーションゾーンのサービスグループの負荷は、アプリケーションサーバーで処理さ
れます。ただし連鎖的に障害が発生した場合には、クラスタ内の余分な Capacity は、す
べてのサービスグループに使用可能となります。

サイトについて
SiteAware 属性により、キャンパスクラスタで最初のフェールオーバーの決定に使うサイ
トを作成できます。 フェールオーバー先が同じサイト内部で利用可能でも、サービスグ
ループは別のサイトにフェールオーバーできます。SiteAware 属性を 1 に設定すると、
SystemZones は設定できません。 同じサイト内部でフェールオーバーするには、依存
関係にあるアプリケーションを制限するようにサイトの依存関係を定義します。 SiteAware
属性を 2 に設定すると、サービスグループは同じサイト内部でフェールオーバーします。
たとえば、2 つのサイト（siteA と siteB）があるキャンパスクラスタで、3 層のアプリケーショ
ンインフラでサービスグループ間にサイトの依存関係を定義できます。 インフラは Web、
アプリケーション、データベースから成り、同じサイト内部のサービスグループのフェール
オーバーを制限します。
p.663 の 「 VCS キャンパスクラスタの動作」 を参照してください。

負荷に基づいた AutoStart
VCS では、クラスタを起動する際にサービスグループをオンラインにするシステムを決定
することができます。AutoStartPolicy 属性を Load に設定すると、VCS エンジン HAD
が、サービスグループの起動に最適なシステムを判断します。サービスグループが動作
中のすべてのシステムについてプローブを終えると、VCS は、負荷に基づいて起動でき
るようにサービスグループを AutoStart 用のキューに配置します。VCS はすべての必要
条件を満たすシステムのサブセットを作成し、その中で最も AvailableCapacity の高い
システムを選択します。
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AutoStartPolicy を Load に設定して SystemZones を設定すると、最初にサービスグ
ループを起動するのに適したシステムを指定することができます。

サービスグループのフリーズについて
サービスグループをフリーズすることにより、サービスグループやシステムの障害発生時、
VCS がアクションを行わないようにすることができます。サービスグループのフリーズによ
り、リソースの障害の発生時、依存しているリソースがオフライン化されなくなります。また、
リソースに障害が発生したときに clean 機能が呼び出されないようにすることもできます。
VCS 制御外からリソースを操作する場合に、そのサービスグループをフリーズします。こ
れにより、リソースの操作中に VCS がそのリソースに対してアクションを実行することを回
避できます。たとえば、データベースの制御からデータベースの停止や起動を行う場合、
データベースグループをフリーズします。

リソースエラー発生時の Clean 動作の制御について エラー
ManageFaults 属性は、リソースで障害が発生したときに VCS が Clean 機能を呼び出
すかどうかを指定します。ManageFaults はサービスグループの属性です。サービスグ
ループごとに設定することができます。
ManageFaults 属性には次の値を設定できます。
■

ManageFaults 属性を ALL に設定した場合、VCS は、リソースに障害が発生すると
Clean 機能を呼び出します。

■

ManageFaults 属性を NONE に設定すると、リソースに障害が発生しても VCS は
アクションを実行せず、管理者によるアクションが実行されるまでサービスグループを
ハングします。VCS はリソースの状態を ADMIN_WAIT に変更し、リソースの障害が
解消され ADMIN_WAIT 状態がクリアされるまで、サービスグループのフェールオー
バーを行いません。
ManageFaults 属性が NONE に設定されている場合、リソースの障害によってリソー
スの状態が ADMIN_WAIT になると、VCS は resadminwait トリガを呼び出します。
障害に関する通知を送信するように、このトリガをカスタマイズすることもできます。
ManageFaults を NONE に設定した場合、次のいずれかのイベントが生じると、リ
ソースは ADMIN_WAIT 状態になります。

表 11-4 に、ManageFaults 属性を NONE に設定した場合に起こりうるイベントと、リソー
スの後続の状態を一覧で示します。
表 11-4

ManageFaults 属性を NONE に設定した場合に起こりうるイベント

イベント

リソースの状態

offline 機能が、想定された時間内に完了しま
せんでした。

ONLINE|ADMIN_WAIT
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イベント

リソースの状態

offline 機能が無効でした。

ONLINE|ADMIN_WAIT

online 機能が、想定された時間内に完了しま
せんでした。

OFFLINE|ADMIN_WAIT

online 機能が無効でした。

OFFLINE|ADMIN_WAIT

予期せぬ原因でリソースがオフライン化されま
した。

ONLINE|ADMIN_WAIT

オンラインリソースについて、monitor 機能が繰 ONLINE|MONITOR_TIMEDOUT|ADMIN_WAIT
り返し失敗し、想定された時間内に完了しませ
んでした。

ADMIN_WAIT 状態のリソースのクリア
VCS はリソースを ADMIN_WAIT 状態に設定すると、リソースがこの状態になった理由
に応じて、resadminwait トリガを呼び出します。
p.541 の 「resadminwait イベントトリガについて」 を参照してください。
リソースをクリアするには

1

VCS の外部で必要な作業を行い、すべてのリソースを必要な状態にします。

2

次のコマンドを実行し、リソースが必要な状態にあることを確認します。
hagrp -clearadminwait group -sys system

このコマンドを実行すると、すべてのリソースの ADMIN_WAIT 状態がクリアされま
す。 VCS は、必要な状態になっていないリソースを続けて検出すると、このリソース
を ADMIN_WAIT 状態にリセットします。

3

リソースがまだ ADMIN_WAIT 状態にある場合は、手順 1 と手順 2 を繰り返すか、
次のコマンドを実行して、VCS でリソースが ADMIN_WAIT 状態に設定されないよ
うにします。
hagrp -clearadminwait -fault group -sys system

このコマンドを実行すると、次のようになります。
■

resadminwait トリガが 0 または 1 の理由で呼び出された場合、リソースの状態
は ONLINE|UNABLE_TO_OFFLINE として設定されます。
■

0 = offline 機能が、想定された時間内に完了しませんでした。

■

1 = offline 機能が無効でした。
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■

ResAdminWait トリガが理由 2、3、4 のいずれかで呼び出された場合、リソース
の状態は FAULTED として設定されます。 これらの理由によってリソースが
FAULTED として設定された場合、clean 機能は呼び出されないことに注意して
ください。 このコマンドを実行する前に、ADMIN-WAIT 状態のリソースが clean
により OFFLINE 状態にあることを確認してください。
■

2 = online 機能が、想定された時間内に完了しませんでした。

■

3 = online 機能が無効でした。

■

4 = リソースが予期せずにオフライン化されました。

サービスグループに ADMIN_WAIT 状態のリソースがある場合、リソースに対して
online、offline、switch、flush などのサービスグループ操作を実行することはできま
せん。 また、リソースが ADMIN_WAIT 状態にある場合、hastop コマンドを使うこと
はできません。この場合、hastop コマンドは -force オプションのみとともに実行する
必要があります。

障害の伝播の制御について
FaultPropagation 属性は、リソースの障害をリソースの依存関係ツリーに伝播するかどう
かを定義します。また、リソース障害の発生時にサービスグループのフェールオーバーを
行うかどうかについても定義します。
FaultPropagation 属性には次の値を設定できます。
■

FaultPropagation 属性を 1（デフォルト）に設定すると、リソースの障害は依存関係ツ
リーを上方向に伝播します。Critical に設定されたリソースがパス上にあり、
AutoFailOver 属性が 1 に設定されている場合は、サービスグループはオフライン化
され、フェールオーバーが行われます。

■

FaultPropagation を 0 に設定すると、リソースの障害はそのリソースレベルで留めら
れます。VCS は依存関係ツリーに対してオフライン化しないため、フェールオーバー
も行われません。 サービスグループ内にオンラインのリソースが残っている場合、そ
のサービスグループの状態は PARTIAL|FAULTED になります。 すべてのリソース
がオフラインや障害の場合は、OFFLINE|FAULTED 状態になります。

リソースに障害が発生すると、VCS は resfault トリガを起動し、SNMP トラップを送信し
ます。このトリガは、リソースに障害が発生したシステムに対して実行され、これには障害
が発生したリソースの名前が含まれます。

カスタム VCS の動作図
このトピックでは、ManageFaults 属性と FaultPropagation 属性によってリソース障害を
処理するときの VCS の動作がどのように変化するかを示します。
図 11-6 は凡例かリソースのカラーコードを記述します。
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図 11-6

凡例とリソースのカラーコード

シナリオ: クリティカルな親リソースを持ち ManageFaults が NONE
であるリソースの障害
図 11-7 に、5 つのリソースがあるサービスグループの例を示します。リソース R2 のグ
ループの ManageFaults 属性は、NONE に設定されています。
図 11-7

シナリオ: クリティカルな親リソースを持ち ManageFaults が NONE で
あるリソースの障害

リソース R2 で障害が発生すると、このリソースは ONLINE|ADMIN_WAIT と見なされま
す。Clean 機能は呼び出されません。その他のリソースはオフライン化されません。

シナリオ: クリティカルな親リソースを持ち FaultPropagation が 0
であるリソースの障害
図 11-8 の例では、FaultPropagation 属性は 0 に設定されています。
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図 11-8

シナリオ: クリティカルな親リソースを持ち FaultPropagation が 0 で
あるリソースの障害

リソース R2 で障害が発生すると、Clean 機能が呼び出され、リソース R2 は障害として
見なされます。障害はツリーに伝播されず、グループはオフライン化されません。

同時性違反の防止について
フェールオーバーサービスグループが複数のノードでオンラインになると、データが破損
する可能性が高くなります。 アプリケーションリソースを含むフェールオーバーサービス
グループの ProPCV 属性を 1 に設定することにより、そのグループに同時性違反防止
（PCV）を設定できます。
メモ: パラレルサービスグループとハイブリッドサービスグループには ProPCV 属性を設
定できません。
サービスグループがクラスタ内のすべてのノードで非アクティブであるか、クラスタ内の単
一ノードでアクティブである（ONLINE、PARTIAL、または STARTING）場合に、ProPCV
属性を設定できます。 サービスグループがクラスタ内の複数のノードですでにオンライン
化されている場合は、ProPCV 属性を設定できません。 p.816 の 「サービスグループ属
性」 を参照してください。
ProPCV が 1 に設定されている場合、アプリケーションリソースの MonitorProcesses 属
性または StartProgram 属性に一覧表示されているプロセスをクラスタ内の他のノードで
オンラインにすることはできません。 MonitorProcesses 属性または StartProgram 属性
に一覧表示されているプロセスを他のノードで開始しようとすると、プロセスは開始する前
に強制終了されます。したがって、サービスグループに同時性違反は発生しません。

VCS 制御外でのリソース開始の有効化または防止
リソースがクラスタの 1 つのノードでオンラインになった場合、そのリソースがクラスタ内の
他のノードで VCS の制御外でオンラインになることを禁止する必要があります。 リソース
が複数のノードでオンラインにならないようにすることで、データの破損を防ぎ、VCS を通
じて可用性を高めることができます。
アプリケーションリソースを含むサービスグループの ProPCV 属性により、アプリケーショ
ンリソースのプロセスの VCS の制御外での開始を許可するかどうかを指定できます。 ア
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プリケーションタイプリソースをオフラインで監視したりオンラインで監視したりするには、
アプリケーションタイプリソースを IMF に登録する必要があります。 ProPCV は、アプリ
ケーションタイプリソースの MonitorProcesses 属性または StartProgram 属性に指定さ
れているプロセスのみに適用されます。propcv アクションエージェント機能と、オフライン
で監視するためにアプリケーションリソースを IMF に登録するタイミングについて詳しく
は、『Symantec 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。
メモ: 現在、ProPCV は、アプリケーションタイプリソースのみで機能します。
propcv アクションエージェント機能がタイムアウトになる状況では、amfregister コマンド
を使用して、リソースを以下のいずれかとして手動でマークすることができます。
■

VCS 制御外でオンライン状態になることができるリソース

■

VCS 制御外でオンライン状態になることができないリソース ProPCV が有効なリソー
スは、クラスタ内の複数のノードでオンラインになることはできません。

VCS 制御外でリソースを開始するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
amfregister -r reapername -g resourcename -P a

例: amfregister -r VCSApplicationAgent -g app1 -P a
アプリケーションリソース app1 を VCS 制御外で呼び出す場合、またはコマンドライ
ンから呼び出す場合は、app1 を開始することができます。
VCS 制御外でリソースを開始しないようにするには
◆

次のようにコマンドを入力します。
amfregister -r reapername ‐g resourcename ‐P p

例: amfregister -r VCSApplicationAgent -g app1 -P p
アプリケーションリソース app1 を VCS 制御外で呼び出す場合、またはコマンドライ
ンから呼び出す場合は、app1 を開始できません。
前述の例の各要素は、以下のとおりです。
■

reapername は、名前が amfstat 出力の［登録済み Reaper（Registered Reapers）］
セクションに表示されるエージェントです。アプリケーションリソースの場合、reapername
は VCSApplicationAgent です。

■

オプション r は、amfstat コマンドの出力の［登録済み Reaper］に表示される reaper
またはエージェントの名前を表します。アプリケーションリソースの場合、reaper 名は
VCSApplicationAgent です。

■

resourcename はリソース名です。
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■

オプション g は、リソースの名前を表します。前述の例では、アプリケーションリソース
は app1 です。

■

オプション P は、VCS 制御外でリソースの開始を許可するのか回避するのかを表し
ます。
■

引数 a はリソースが VCS 制御外で開始できること示します。

■

引数 p はリソースが VCS 制御外で開始できないこと示します。

ProPCV の制限事項
次の制限事項が適用されます:
■

ProPCV 機能は、クラスタのすべてのノードで、アプリケーションタイプリソースの IMF
属性のモード値が 3 に設定されている場合にのみサポートされます。

■

ProPCV 機能は、以下の場合に競合からの保護を提供しません。

■

■

リソースタイプの IMFRegList 属性を変更する場合。

■

リソースタイプの IMFRegList 属性の一部である値を変更する場合

ProPCV のアプリケーションタイプリソースを設定する場合は、次の点を考慮してくだ
さい。
■

引数の順序を変更してプロセスを実行しても、ProPCV 機能がプロセスの実行を
阻止することはありません。
たとえば、1 つのコマンドは複数の方法で実行できます。
/usr/bin/tar -c -f a.tar
/usr/bin/tar -f a.tar -c

ProPCV 機能は、リソース設定に設定されているのと同じ方法でプロセスを実行
した場合にのみ動作します。

■

■

プロセスを起動するための複数の方法やコマンドがある場合、ProPCV はリソー
ス設定に指定されている方法でプロセスが起動された場合のみ、プロセスの起動
を阻止します。

■

スクリプトを使用してプロセスを起動する場合、1 行目にインタープリタパスを指定
し、「#!」から始める必要があります。たとえば、シェルスクリプトは "#!/usr/bin/sh"
から開始する必要があります。

フェールオーバーグループが自動的に無効化されている場合は、VCS の制御外で
プロセスをオンラインにすることができます。
例:
■

ノードの hastop -local コマンドまたは hastop -local -force コマンドを使
用する場合
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HAD が終了したために ShutdownTimeout 値が経過した後に、ノードが
FAULTED 状態で検出される場合。
これらの状況では、VCS エンジンが稼動していない別のノードでフェールオーバー
サービスグループがオンラインであっても、別のノードで VCS の制御外でプロセスを
オンライン化できます。
■

■

サービスグループで ProPCV を 1 に設定する前に、このグループのアプリケーショ
ンリソースの MonitorProcesses 属性または StartProgram 属性に指定されている
いずれのプロセスも、リソースがオフラインになっているノードで実行されていないこと
を確認する必要があります。アプリケーションリソースの MonitorProcesses 属性に 2
つのプロセスが表示されている場合、両方のプロセスがクラスタ内のすべてのノード
でオフライン状態である必要があります。 ノード上で実行中のプロセスが 1 つのみ
で、グループの ProPCV を 1 に設定している場合でも、別のノードで 2 つ目のプロ
セスを開始できます。これは、アプリケーションエージェントではアプリケーションリソー
スの個々のプロセスについて選択的なオフライン監視やオンライン監視を行えないた
めです

■

ProPCV が有効なサービスグループに（ProPCV に設定できない）アプリケーション
リソースと非アプリケーションタイプのリソースが存在する場合、グループには非アプリ
ケーションタイプのリソースの同時性違反が生じる可能性があります。 サービスグルー
プが別のノードでアクティブである場合、非アプリケーションタイプのリソースを別の
ノードで VCS の制御外でオンライン化することができます。 このような場合、同時性
違反のトリガが呼び出されます。

■

ProPCV 機能は、コンテナ（ローカルゾーンなど）で実行されているアプリケーション
ではサポートされません。

■

ProPCV がグループに対して有効になっている場合、AMF ドライバは、AMF ドライ
バへのプロセスオフライン登録に基づいて、特定のプロセスが開始しないようにしま
す。 パス名と引数が登録済みイベントと一致するプロセスが開始する場合で、この登
録済みイベントに回避アクションが設定されている場合、このプロセスは開始しませ
ん。 さらに、引数が一致する場合に、開始するプロセスのベース名のみが登録済み
イベントのパス名のベース名と一致する場合でも、AMF ドライバはそのプロセスが開
始しないようにします

■

ProPCV が有効になっていても、AMF ドライバは、パス名と引数が AMF ドライバに
登録されているイベントと一致するプロセスのみが開始しないようにすることができま
す。 同じプロセスが他の方法で（たとえば、まったく異なるパス名で）開始する場合、
AMF ドライバはそのプロセスの開始を防止しません。 この動作は、AMF ドライバが
プロセスオフライン監視で機能する方法と調和しています。

意図的なオフライン機能をサポートするリソースに対する VCS の動作
VCS の制御外でアプリケーションが意図的に終了されたときに、特定のエージェントは
そのことを特定できます。
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この機能をサポートするエージェントについて、管理者が VCS の制御外でアプリケーショ
ンを意図的に終了した場合、VCS はその終了を障害として扱いません。VCS は、サー
ビスグループ内の他のリソースの状態に従って、サービスグループの状態を Offline また
は Partial に設定します。
この機能により、管理者はフェールオーバーを発生させずにアプリケーションを停止でき
ます。この機能は、V51 エージェントで利用できます。

IntentionalOffline 属性について
設定済みアプリケーションの意図的なオフライン化を認識するようにリソースを設定する
には、IntentionalOffline 属性を 1 に設定します。この属性をデフォルト値である 0 に設
定すると、この機能は無効になります。 IntentionalOffline はタイプレベルの属性であり、
リソースレベルの属性ではありません。
IntentionalOffline 属性には次の値を設定できます。
■

この属性を 1 に設定した場合、VCS の制御外でアプリケーションを意図的に停止し
たときに、リソースは OFFLINE 状態になります。この属性はアプリケーション障害時
の VCS の動作に影響しません。管理対象の対応するアプリケーションで障害が発生
した場合、VCS はリソースを障害状態として扱い続けます。

■

この属性を 0 に設定した場合、VCS の制御外でアプリケーションを意図的に停止し
たときに、リソースは FAULTED 状態になります。

ExternalStateChange 属性について
設定済みのアプリケーションを VCS の制御外で意図的に開始または停止するときにサー
ビスグループの動作を制御するには、ExternalStateChange 属性を使用します。
この属性は、VCS の制御外でリソースを意図的にオンライン化またはオフライン化したと
きに、VCS がサービスグループの状態をどのように処理するのか定義します。
ExternalStateChange 属性は、表 11-5 で一覧表示している値を使って設定できます。
表 11-5

ExternalStateChange 属性値

属性値

サービスグループの動作

OnlineGroup

設定済みのアプリケーションが VCS の制御外で開始された場合、VCS は対
応するサービスグループをオンラインにします。 フリーズしているノードまたは
サービスグループで管理者がアプリケーションを開始しようとした場合、そのノー
ドまたはサービスグループがアンフリーズされた後で、VCS は対応するサービ
スグループをオンラインにします。

OfflineGroup

設定済みのアプリケーションが VCS の制御外で停止された場合、VCS は対
応するサービスグループをオフラインにします。
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属性値

サービスグループの動作

OfflineHold

設定済みのアプリケーションが VCS の制御外で停止された場合、VCS は対
応する VCS リソースの状態をオフラインに設定します。 VCS が親リソースまた
はサービスグループをオフラインにすることはありません。

OfflineHold および OfflineGroup は、互いに排他的です。

サービスグループが再起動したときの VCS 動作
VCS エンジンの動作は、サービスグループが再起動したときの特定のサービスグループ
レベルの属性によって決まります。

非永続リソースが再起動するときの VCS の動作
VCS エンジンが障害の発生した非永続的リソースをオンライン化しようとするときの VCS
の動作は、OnlineRetryLimit 属性と OnlineRetryInterval 属性によって決まります。
サービスグループの非永続リソースで障害が発生した場合は、OnlineRetryLimit 属性に
よって、そのサービスグループは同じシステムで再びオンライン状態になることができま
す。 何らかの理由でサービスグループが再起動できない場合、VCS エンジンは、
OnlineRetryLimit によって指定された試行回数に達するまでそのサービスグループの
オンライン化の試行を繰り返します。
ただし、OnlineRetryInterval 属性に 0 以外の値が設定されている場合、正常に再起動
済みだったサービスグループが再度障害となり、フェールオーバーする必要があります。
OnlineRetryLimit が 0 以外であっても、サービスグループは同じシステムで再試行しな
いでください。この属性は、その間隔（秒）を定義します。この属性を指定することにより、
あるグループが同じシステム上で障害による再起動を繰り返さずに済みます。間隔は秒
単位で測定されます。

永続的なリソースが FAULTED から ONLINE へ移行するときの
VCS の動作
次のシナリオでは、AutoRestart 属性によって VCS の動作が決まります。
■

永続的なリソースに障害が発生したため、サービスグループが自動的に再起動でき
ない

■

サービスグループがフェールオーバーできない

AutoRestart 属性が 1 または 2 に設定されている場合は、その後、永続的なリソースが
FAULTED から ONLINE へ移行するときに VCS エンジンはサービスグループをオンラ
イン化しようとします。
AutoRestart が 1 に設定されている場合、VCS エンジンはサービスグループを再起動
します。 AutoRestart が 2 に設定されている場合、VCS エンジンは同じシステム上で
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サービスグループを再起動する前に、サービスグループの障害が発生したすべての非
永続リソースの障害をクリアします

リソースレベルでの VCS 動作の制御について
リソースレベルで VCS 動作を制御できます。リソースの障害は、エージェントフレームワー
クが障害を VCS エンジンに宣言するまでは発生したことになりません。
特定の属性は、個々のリソースの問題に対して、VCS エンジンに障害を通知するまでに
VCS エージェントフレームワークが実行する処理内容に影響します。

リソースの動作を制御するリソースタイプ属性
次の属性は、個々のリソースの問題に対して、VCS エンジンに障害を通知するまでに
VCS エージェントフレームワークが実行する処理内容に影響します。

RestartLimit について 属性
RestartLimit 属性は、リソースの障害をエンジンに通知する前に、このリソースの再起動
を試みるかどうかを定義します。
RestartLimit 属性に 0 以外の値が設定されている場合、エージェントは、リソース障害
の発生を宣言する前に、このリソースの再起動を試みます。エージェントフレームワーク
では、障害の発生したリソースを再起動する際、Clean 機能を呼び出してから、Online
機能を呼び出します。一方、ManageFaults 属性が NONE に設定されている場合、
Clean 機能は呼び出されず、Online 機能の再試行も行われません。

OnlineRetryLimit 属性について
OnlineRetryLimit 属性は、リソースの最初のオンライン化に失敗した場合に Online 機
能を再試行する回数を指定します。
OnlineRetryLimit に 0 以外の値が設定されている場合、エージェントフレームワークは、
Clean 機能を呼び出してから、Online 機能を実行します。ただし、ManageFaults 属性
が NONE に設定されている場合、Clean 機能は呼び出されず、Online 機能の再試行
も行われません。

ConfInterval について 属性
ConfInterval 属性は、どのくらいの時間リソースが問題のない状態でオンラインを維持す
ると、問題検出のためのカウンタがクリアされるかを定義します。つまり、この属性は、VCS
が RestartCount、ToleranceCount、CurrentMonitorTimeoutCount の値をクリアする
タイミングを制御します。
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ToleranceLimit 属性について
ToleranceLimit 属性は、monitor ルーチンから Offline 状態が何回返されたらリソース
のオフラインを宣言するかを定義します。 通常、この属性は、リソースがビジーであるた
めにオフラインと見なされるときに使われます。 ToleranceLimit 属性を 0 以外の値に設
定すると、最終的にはリソースが応答するという予測に基づいて、複数回の監視周期の
失敗が許容されます。ただし、ToleranceLimit 属性を 0 以外の値に設定すると、実際の
障害発生時、その宣言までに必要な時間も長くなります。

FaultOnMonitorTimeouts 属性について
FaultOnMonitorTimeouts 属性は、VCS が Monitor 機能のタイムアウトをリソースの障
害と解釈するかどうかを定義します。
この属性が 0 に設定されると、VCS は monitor エントリポイントのタイムアウトをリソース
の障害としては扱いません。この属性が 1 に設定されると、VCS は Monitor 機能のタイ
ムアウトをリソースの障害と解釈し、エージェントが Clean 機能を呼び出してリソースを停
止します。
デフォルトでは、FaultOnMonitorTimeouts 属性は 4 に設定されています。つまり、Monitor
機能が連続して 4 回タイムアウトして初めて、リソース障害の発生としてマークされること
になります。 最初の monitor タイムアウトタイマーとタイムアウトのカウンタは、最初の
monitor タイムアウトの 1 時間後にリセットされます。

VCS のリソース障害発生時の処理手順
この項では、リソース障害の発生時に VCS が行動方針を決定するためのプロセスにつ
いて説明します。

オンラインのリソースに障害が発生した場合の VCS 動作
次の場合、オンライン状態のリソースは、エージェントからオフライン化のコマンドが発行
されなくても、オフラインとして報告されます。
オンラインリソース障害のとき、VCS では次の手順が実行されます。
■

まず、VCS は所定の時間内に monitor ルーチンが正常に完了するかどうかを確認
します。正常に完了する場合、VCS は monitor ルーチンから返された終了コードを
調べます。monitor ルーチンが所定の時間内に正常に完了しない場合、VCS は
FaultOnMonitorTimeouts（FOMT）属性を調べます。

■

FOMT=0 の場合、monitor ルーチンがタイムアウトしてもリソースの障害にはなりませ
ん。VCS は、このリソースをオンラインであると見なし、ポーリング間隔に従って定期
的に監視します。
FOMT が 1 以上の場合、VCS は CurrentMonitorTimeoutCount（CMTC）と FOMT
の値を比較します。監視タイムアウトカウントがタイムアップしていない場合、VCS は
CMTC を 1 つずつ増やし、リソースを次のサイクルで監視します。
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■

FOMT=CMTC の場合、使用可能な監視タイムアウトカウントが終了したことになり、
VCS は修正アクションを実行することになります。 VCS はサービスグループの Frozen
属性をチェックします。サービスグループがフリーズされている場合、VCS はリソース
障害の発生を宣言し、resfault トリガを呼び出します。以降、アクションは実行されま
せん。

■

サービスグループがフリーズされていない場合、VCS はサービスグループの
ManageFaults 属性をチェックします。 ManageFaults 属性が NONE に設定されて
いる場合、VCS は、このリソースを ONLINE|ADMIN_WAIT としてマークし、
resadminwait トリガを起動します。 ManageFaults 属性を ALL に設定した場合、
VCS は、モニターがハングした（Monitor Hung）という理由で Clean 機能を呼び出
します。

■

Clean 機能が正常に終了する（Clean の終了コード ＝ 0）場合、VCS は RestartLimit
属性値を調べます。 Clean が失敗（終了コード = 1）の場合、リソースは UNABLE
TO OFFLINE の状態でオンラインを継続します。VCS は resnotoff トリガを起動し、
このリソースを再度監視します。

■

Monitor ルーチンがタイムアウトしない場合、このルーチンは、リソースの状態としてオ
ンラインまたはオフラインを返します。

■

ToleranceLimit（TL）属性の設定が 0 以外の場合、監視周期中に、TL で指定され
ている回数の OFFLINE（終了コード＝ 100）を返すまで、ToleranceCount（TC）を
1 ずつ増やします。ToleranceCount が ToleranceLimit と等しくなると（TC = TL）、
エージェントはリソースに障害が発生したと宣言します。

■

監視周期中に Monitor ルーチンが ONLINE（終了コード＝ 110）を返すと、エージェ
ントは以降のアクションを実行しません。ConfInterval で指定されている時間、リソー
スのオンラインが継続すると、ToleranceCount 属性は 0 にリセットされます。
ToleranceCount がリセットされるまで（TC = TL になるまで）に、ToleranceLimit で
指定されている回数だけリソースがオンラインとして検出されると、そのリソースは障害
が発生したと見なされます。

■

リソースがオンラインではないことをエージェントが確認した後、VCS はサービスグ
ループの Frozen 属性をチェックします。サービスグループがフリーズされている場
合、VCS はリソース障害の発生を宣言し、resfault トリガを呼び出します。以降、アク
ションは実行されません。

■

サービスグループがフリーズされていない場合、VCS は ManageFaults 属性をチェッ
クします。 ManageFaults 属性が NONE に設定されている場合、VCS は、このリソー
ス状態を ONLINE|ADMIN_WAIT としてマークし、resadminwait トリガを呼び出しま
す。ManageFaults が ALL の場合、VCS は、CleanReason を Unexpected Offline
に設定した状態で Clean 機能を呼び出します。

■

Clean 機能が失敗（終了コード = 1）の場合、リソースは UNABLE TO OFFLINE の
状態でオンラインを継続します。VCS は resnotoff トリガを起動し、このリソースを再
度監視します。リソースは、Clean 機能が正常に終了するかユーザーが介入するま
で、Monitor 機能の周期と Clean 機能の周期が交互に繰り返されます。
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■

Clean 機能が正常に終了すると、VCS は RestartLimit（RL）属性値を調べます。RL
属性の設定が 0 以外の場合、VCS は RestartCount（RC）属性を 1 ずつ増やし、
Online 機能を呼び出します。この手順は、RestartLimit の値が RestartCount の値
と等しくなるまで繰り返されます。このとき、VCS はリソースの監視を試みます。

■

monitor ルーチンがオンライン状態を返す場合、VCS は、リソースがオンラインであ
ると判断し、定期的な監視を再開します。monitor ルーチンがオフライン状態を返す
場合、リソースに障害が発生しているため、VCS はサービスグループの設定に基づ
いてアクションを実行します。
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リソースがオンライン化に失敗した場合の VCS 動作
次の例では、エージェントフレームワークがオフラインのリソースに対して Online 機能を
呼び出します。 これにより、リソースの状態が WAITING TO ONLINE に変更されます。
リソースがオンライン化に失敗すると、VCS では次の手順が実行されます。
■

Online 機能がタイムアウトすると、VCS は ManageFaults の値を確認します。

■

ManageFaults が NONE に設定されている場合、リソースの状態は
OFFLINE|ADMIN_WAIT に変化します。
ManageFaults が ALL に設定されている場合、VCS は、CleanReason を Online
Hung に設定した状態で Clean 機能を呼び出します。

■

Online 機能がタイムアウトしない場合、VCS は Monitor 機能を呼び出します。リソー
スがオンラインになると、monitor ルーチンは 110 という終了コードを返します。リソー
スがオンライン化しない場合、monitor ルーチンは 100 という終了コードを返します。

■

VCS は、OnlineWaitLimit（OWL）属性値を調べます。この属性は、監視周期中にオ
フライン状態が何回返されたらエージェントフレームワークがリソース障害の発生を宣
言するかを定義するものです。監視周期が実行されるたびに、OnlineWaitCount
（OWC）属性値が 1 ずつ増えます。OWL= OWC になると（または OWL= 0 の場
合）、VCS はリソースに障害が発生したと判断します。

■

VCS は ManageFaults 属性値を調べます。 ManageFaults が NONE に設定され
ている場合、リソースの状態は OFFLINE|ADMIN_WAIT に変化します。
ManageFaults が ALL に設定されている場合、VCS は、CleanReason を Online
Ineffective に設定した状態で Clean 機能を呼び出します。

■

Clean 機能が正常に終了しない場合（終了コード = 1 の場合）、エージェントはリソー
スを監視します。エージェントは、リソースがオフラインであると判断する場合、
CleanReason を Online Ineffective に設定した状態で Clean 機能を呼び出します。
このサイクルは、Clean 機能が正常に終了するまで継続します。その後、VCS が
OnlineWaitCount の値をリセットします。

■

OnlineRetryLimit（ORL）の設定が 0 以外の場合、VCS は OnlineRetryCount（ORC）
を 1 ずつ増やし、Online 機能を呼び出します。これにより、サイクルが最初から繰り
返されます。ORL = ORC になるか ORL = 0 の場合、VCS は、オンライン化が失敗
したと見なし、リソース障害の発生を宣言します。
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A

リソース
OFFLINE

ONLINE リソース
WAITING TO ONLINE に

はい

ONLINE
タイム
アウト?

いいえ

リソース
ONLINE

110

monitor
終了
コード

OWC =
OWC+1

100
OWL>
OWC?

はい

管理
Faults

いいえ

ALL
Clean.
“Online Ineffective

いいえ

リソース
OFFLINE|ADMIN_WAIT
resadminwait トリガ

ALL

NONE

管理
Faults

NONE

Clean.
“Online Hung

リソース
OFFLINE|ADMIN_WAIT
resadminwait トリガ

ORC=
ORC+1

Clean
成功?
はい

OWC をリセット

いいえ

ORL >
ORC?

B
はい

リソースに障害が発生したと宣言された後の VCS 動作
リソースに障害が発生したと宣言されると、VCS は、resfault トリガを起動し、
FaultPropagation 属性値を調べます。
リソースに障害が発生したと宣言された後、VCS では次の手順が実行されます。
■

FaultPropagation が 0 に設定されている場合、VCS は、その他のリソースをオフラ
イン化せず、グループの状態を OFFLINE|FAULTED または PARTIAL|FAULTED
に変更します。サービスグループはフェールオーバーしません。
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FaultPropagation が 1 に設定されている場合、VCS は障害を、障害リソースの依存
関係ツリーを上方向に伝播し、ツリーの最上位までのすべてのリソースをオフライン化
します。
■

その後、VCS は、依存関係ツリーのパス上に Critical リソースがないかどうかを調べ
ます。 パス上に Critical リソースがない場合、サービスグループは
OFFLINE|FAULTED または PARTIAL|FAULTED の状態を継続します。パス上に
Critical リソースがある場合、VCSは、フェールオーバーの準備として、サービスグ
ループ内のすべてのリソースをオフライン化します。

■

AutoFailOver 属性が 0 に設定されている場合、サービスグループはフェールオー
バーされず、障害が発生した状態で残されます。 AutoFailOver が 1 に設定されて
いる場合、VCS は、フェールオーバー先の候補となるシステムが、サービスグループ
の SystemList に含まれるかどうかを調べます。適切なシステムが存在しない場合、
VCS は、このグループを障害の状態で残し、nofailover トリガを呼び出します。候補
となるシステムが存在する場合、VCS は、FailOverPolicy を調べ、サービスグループ
のフェールオーバー先として最も適したシステムを決定します。

■

FailOverPolicy が Load に設定されている場合、サービスグループワークロード管理
によってグループやシステムに制約が設定されているため、NoFailover 状況になる
ことがあります。
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A

リソース障害。
resfault トリガ起動。

0
障害の伝播

他のリソースをオフライン化しない。
グループをフェールオーバーしない。

1
依存関係ツリーの
リソースを
すべてオフライン化

クリティカル
（Critical）
リソース?

いいえ

他のリソースをオフライン化しない。
グループをフェールオーバーしない。

はい
ツリー全体をオフライン化

自動
フェール
オーバー

システム
使用可能?

0

いいえ

サービスグループは
障害発生状態でオフライン

サービスグループは
障害発生状態でオフライン。
nofailover トリガ起動。

FailOverPolicy
に基づくフェールオーバー

リソースが再起動するときの VCS の動作
リソースが再起動するときの VCS エージェントの動作は、特定のリソースレベルの属性
によって決まります。
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オンラインエージェント機能によりリソースをオンライン化できない
ときの VCS の動作
OnlineRetryLimit 属性を使用して、エージェントによるリソースのオンライン化の試行回
数を指定できます。

リソースがオフラインになるときの VCS の動作
RestartLimit 属性を使用して、VCS エンジンがリソースを FAULTED と宣言するまでに
エージェントがリソースのオンライン化を試みる試行回数を指定できます。
ToleranceLimit 属性は、リソースを FAULTED と宣言するまでに監視エージェント機能
が予期しない OFFLINE を戻すことができる回数を定義します。 ToleranceLimit に大き
な値を設定した場合、リソースを障害と認定するのに時間がかかる可能性があります。
たとえば、リソースの RestartLimit が 2 に設定され、ToleranceLimit が 3 に設定されて
おり、リソースの状態が ONLINE であるとします。 次の監視でリソースの状態が OFFLINE
と検出された場合、エージェントは再起動をトリガせずに次の監視サイクルまで待機しま
す。 エージェントは再起動をトリガするまでに最大 3 監視サイクル（ToleranceLimit）まで
待機します。
次のシナリオでは、RestartLimit 属性と ToleranceLimit 属性によって VCS の動作をが
決まります。
■

リソースの状態が OFFLINE であり、次の監視サイクルでリソースが OFFLINE と検出
され、ToleranceLimit に達した場合、RestartLimit 属性が考慮されます。

■

OnlineRetryLimit 属性は、リソースをオンライン化する場合に考慮されます。

リソースの無効化について
リソースの無効化は、リソースを VCS エージェントによって監視できなくなること、また、リ
ソースのオンライン化やオフライン化ができなくなることを意味します。リソースが有効にな
ると、エージェントはリソースの監視を始めます。リソースの Enabled 属性で、リソースが
有効か無効かを決定します。永続的なリソースは、その親がすべてオフラインである場合
に無効にすることができます。 非永続的なリソースは、そのリソースが OFFLINE 状態で
あるときに無効にすることができます。

リソースを無効にするタイミング
一般に、サービスグループ内の 1 つ以上のリソースに問題が発生した場合や、サービス
グループのオンラインを維持する必要もしくは新たにオンラインにする必要がある場合に、
リソースは無効にされます。
メモ: リソースの無効化は、サービスグループ全体の無効化が必要な場合に行う操作で
はありません。その場合には、サービスグループ属性 Enabled を 0 に設定します。
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VCS の動作中にリソースを無効にするには、次のコマンドを使用します。
# hares -modify resource_name Enabled 0

VCS が起動したときに、リソースが無効であるようにするには、main.cf ファイルでリソー
スの Enabled 属性を 0 に設定します。

リソースの無効化の制限事項
VCS の動作中に、リソースを無効にするには、ある前提条件を満たす必要があります。
■

オンライン状態の非永続的リソースは無効にできません。 非永続的なリソースを無効
にするには、完全に OFFLINE 状態である必要があります。 （State 属性は OFFLINE
で、IState 属性は NOT WAITING である必要があります。）

■

永続的なリソースが、一部のシステムで ONLINE 状態にある場合は、そのリソースに
依存しているすべての（親）リソースが完全に OFFLINE 状態である必要があります。
（State 属性は OFFLINE で、IState 属性は NOT WAITING である必要がありま
す。）

したがって、リソースを無効にする前にそのリソースをオフラインにして（非永続的リソース
の場合）、サービスグループ内でそのリソースに依存しているその他のリソースもオフライ
ンにする必要があります。

リソースの無効化に関するその他の注意事項
リソースの無効化に関するその他の注意事項は以下のとおりです。
■

無効なリソースを含むグループをオンラインにしようとしても、オンライントランザクショ
ンは無効なリソースに伝播されません。VCS が無効なリソースが依存している子リソー
スをオンラインにするのは、その子リソースに別の有効なリソースが依存しており、そ
の有効なリソースがオンラインになるために、子リソースをオンラインにする必要があ
る場合のみです。

■

無効なリソースが依存している子リソースは、必要に応じてオンラインにすることがで
きます。

■

無効なリソースを含むグループにオフライン命令を発行した場合、オフライントランザ
クションは無効なリソースにも伝播されます。

■

サービスグループが hagrp -online -propagate 操作または hagrp -offline
-propagate 操作に含まれており、サービスグループのリソースが無効な場合、リソー
スがオンライン操作またはオフライン操作を完了しないことがあります。この場合、サー
ビスグループの PolicyIntention は 0 に設定されます。
hagrp online -propagate 操作では、子サービスグループをオンライン状態にで
きないと、親サービスグループもオンライン状態にできません。したがって、子サービ
スグループに対する PolicyIntention の値 1 が消去されると、依存ツリー内のその親
サービスグループすべての PolicyIntention 値も消去されます。親サービスグループ
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に対する PolicyIntention の値 2 が消去されると、依存ツリー内のその子サービスグ
ループすべての PolicyIntention 値も消去されます。
この項では、無効なリソースを含むサービスグループがオンラインになる様子を示します。
図 11-9 では、Resource_3 は無効です。サービスグループをオンラインにした場合、
VCS は Resource_3 が無効であることを認識するので、VCS がオンラインにしようとす
るリソースは、Resource_1 と Resource_2 のみとなります（Resource_2 が最初にオン
ラインになります）。オンラインロジックに従って、オンライントランザクションは無効なリソー
スに伝播されません。
シナリオ: 無効なリソース（Resource_3）に伝播されないトランザクショ
ン

Resource_1

オ

ン

ラ

イ

ン

化

図 11-9

Resource_2

Resource_3
Resource_3 は無効

Resource_4

Resource_5

Resource_4 は
オフラインになる

Resource_5 は
オフラインになる

図 11-10 では、Resource_2 は無効です。サービスグループをオンラインにすると、リ
ソース 1、3、4 もオンラインになります（Resource_4 が最初にオンラインになります）。
Resource_1 が有効であり、Resource_3 に依存しているため、無効なリソースの子であ
る Resource_3 もオンラインになります。
図 11-10

シナリオ: 無効なリソースの子（Resource_3）がオンラインになる

Resource_1

Resource_2

オンライン化

Resource_2 は無効

Resource_3

Resource_4
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無効なリソースによるグループ 状態への影響
AutoStart 属性が 1 に設定されている非永続的な無効化リソースを含むサービスグルー
プがオンラインになると、Autostart=1 の有効なリソースがオンラインであっても、このグ
ループの状態は PARTIAL になります。これは、グループの状態を判断する場合に、無
効なリソースが考慮されるためです。
AutoStart が 1 に設定されている有効なリソースが ONLINE 状態にある場合にサービス
グループを ONLINE 状態にするには、非永続的な無効化リソースの AutoStart 属性を
0 に設定してください。

エージェントファイルパスとバイナリの変更
デフォルトでは、VCS は、パス $VCS_HOME/bin/AgentName/AgentNameAgent から
エージェントバイナリを実行します。たとえ
ば、/opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/FileOnOffAgent のように実行します。
次の属性に値を指定すると、異なるエージェントバイナリやスクリプトのセットを実行するよ
うに VCS に指示することができます。
■

AgentFile:
エージェントバイナリの名前がリソースタイプの名前と同じでない場合に、この属性に
値を指定します。
たとえば、リソースタイプが MyApplication でエージェントバイナリの名前が MyApp
の場合は、AgentFile 属性に MyApp という値を設定します。スクリプトベースのエー
ジェントに関しては、AgentFile を /opt/VRTSvcs/bin/ScriptAgent として設定できま
す。

■

AgentDirectory:
エージェントがデフォルトの場所にインストールされていない場合にこの属性に値を
指定します。
エージェントディレクトリを指定すると、VCS はエージェントディレクトリでエージェント
ファイル（AgentNameAgent）を検索します。エージェントファイル名が
AgentNameAgent の表記規則に準じていない場合は、AgentFile 属性を設定して
ください。
たとえば、MyApplication エージェントが
/opt/VRTSvcs/bin/CustomAgents/MyApplication にインストールされている場合
は、このパスを属性値として指定します。このエージェントファイルの名前が
MyApplicationAgent でない場合、AgentFile 属性を設定します。
これらの属性を設定せず、エージェントがそのデフォルトの場所で利用可能でない場
合、VCS は /opt/VRTSagents/ha/bin/AgentName/AgentNameAgent でエージェ
ントを検索します。
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エージェントのパスを変更するには
◆

エージェントにリソースを設定する前に、エージェントのリソースタイプの AgentFile
属性と AgentDirectory 属性を設定します。

hatype -modify resource_type AgentFile ¥"binary_name"hatype -modify resour

ストレージ接続消失時の VCS 動作
ノードが共有ストレージへの接続を失うと、ボリュームへの入出力操作（I/O）はエラーを返
し、ディスクグループは無効になります。この場合、VCS はサービスグループを他のノー
ドにフェールオーバーします。このフェールオーバーは、アプリケーションから共有スト
レージにアクセスできるようにするためです。フェールオーバーでは、ノードからのディス
クグループのデポート、別のノードへのインポートが行われます。 ただし、無効になって
いるディスクグループをデポートできるようにするには、保留中の I/O を完了する必要が
あります。
保留中の I/O は、ストレージ接続なしに完了することはできません。VCS で I/O フェンシ
ングが設定されておらず、DiskGroup の PanicSystemOnDGLoss 属性がシステムのパ
ニックを発生させるように設定されていないと、VCS はディスクとのデータの読み書きが
行われていると推測し、DiskGroup リソースをオフラインとして宣言しません。この動作に
より、ディスクグループが 2 台のホストにインポートされることが原因で発生する、データ
の破損を防止します。ただし、これはストレージ接続を失ったノード上でサービスグルー
プがオンラインのままであること、管理者の介入がなければサービスグループをフェール
オーバーできないことも意味します。これはアプリケーションの可用性に影響します。
一部の Fibre Channel（FC）ドライバには、failover と呼ばれる調整可能なパラメータが
あり、エラーを返す前に、ドライバが I/O コマンドを再試行する秒数を定義します。 failover
パラメータを 0 に設定すると、FC ドライバは I/O を無限に再試行し、ストレージ接続が失
われてもエラーを返しません。この場合も同様に、DiskGroup の Monitor 機能がタイム
アウトになり、管理者が介入するまでサービスグループのフェールオーバーが妨げられま
す。

ディスクグループ設定と VCS 動作
表 11-6 では、共有ストレージへの接続を失ったときに、ディスクグループの状態とフェー
ルオーバー属性によってどのように VCS の動作が定義されるかを説明します。
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表 11-6

ディスクグループの状態とフェールオーバー属性によって定義される
VCS の動作

ケース

DiskGroup の状態

Failover 属性

ストレージ接続消失
時の VCS 動作

1

Enabled

N秒

サービスグループを別
のノードにフェールオー
バーします。

2

Disabled

N秒

DiskGroup リソースはオ
ンラインのままです。
フェールオーバーしませ
ん。

3

Enabled

0

DiskGroup リソースは
monitor エントリポイント
がタイムアウトした状態
のままです。
フェールオーバーしませ
ん。

4

Disabled

0

DiskGroup リソースはオ
ンラインのままです。
フェールオーバーしませ
ん。

ストレージ接続消失時の VCS 属性による動作の制御方法
ノードパニックで共有ストレージへの接続が消失しないように VCS 属性を設定できます。
パニックは、サービスグループの別のノードへのフェールオーバーの原因になります。
システムの再ブートまたはシャットダウンが起こると、オペレーティングシステムによって、
バッファキャッシュをディスクにダンプできず、システムがハング状態になる可能性があり
ます。パニック動作が起こると、I/O の完了を待たずに、VCS はフェールオーバーをトリ
ガします。そのため、アプリケーションの可用性が保証されます。ただし、ノードを再起動
するとき、ファイルシステムチェックの実行が必要となることがあります。
Diskgroup エージェントの次の属性は、ストレージ接続消失時の VCS 動作を定義しま
す。
PanicSystemOnDGLoss

ストレージへの接続が消失したり、Monitor がタイ
ムアウトしたときに、エージェントがシステムにパニッ
クを発生させるかどうかを定義します。
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VCS が Clean 機能を呼び出してリソースを
FAULTED とマークするか、リソースを再起動する
までに、monitor エントリポイントが連続してタイム
アウトになる回数を指定します。

FaultOnMonitorTimeouts

この属性を 0 に設定すると、VCS は monitor エ
ントリポイントのタイムアウトをリソースの障害として
は扱いません。デフォルトでは、この属性は 4 に
設定されます。つまり、Monitor 機能が連続して 4
回タイムアウトして初めて、VCS はリソースの障害
としてマークします。
DiskGroup エージェントの Monitor 機能がタイム
アウトになった場合（上記の表の 3 番目の例）、
FaultOnMonitorTimeouts 属性は、VCS のリソー
ス障害を解釈して Clean 機能を呼び出すタイミン
グを定義します。CleanReason が monitor hung
の場合、システムはパニックを引き起こします。
これらの属性について詳しくは、『Symantec
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。

ディスクグループが無効になったときの VCS 動作
図 11-11 は、無効になったディスクグループに対する VCS 動作を示しています。
ディスクグループが無効になったときの VCS 動作

図 11-11
DG 状態は
無効にな
ります
監視
I/O
フェン
シング

いいえ

PanicSyst
emOnDG
Loss の値

はい
PanicSyst
emOnDG
Loss の値

0
DG
エラーを
記録する

0

DG
エラーを
記録する

1, 2
1, 2

システムのパニック
（ダンプ、クラッシュ、
halt の各プロセス）

Clean エントリ
ポイント

DG
のデポート
試行

フェールオ
ーバーを
トリガする。

フェールオー
バーしません
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アプリケーションの可用性を確保するための推奨事項
ノードが共有ストレージへの接続消失時にアプリケーションの可用性やデータの完全性
を保証するために、次のことをお勧めします。
■

FC ドライバのフェールオーバー属性を 0 に設定しない。
ただし、フェールオーバー属性を 0 に設定すると、DiskGroup リソースタイプの
FaultOnMonitorTimeouts 値を有限値に設定します。

■

I/O フェンシングを使う場合は、必要条件に従って DiskGroup リソースの
PanicSystemOnDGLoss 属性を適切な値に設定してください。これにより、システム
が共有ストレージへの接続を消失したとき、または監視プログラムが
FaultOnMonitorTimeouts 値に対してタイムアウトしたときにパニックが発生し、アプ
リケーションが別のノードにフェールオーバーされます。フェールオーバーによりアプ
リケーションの可用性が保証される一方で、I/O フェンシングによりデータの完全性が
保証されます。

サービスグループワークロード管理
ワークロード管理は、起動時や、アプリケーションまたはサーバーに障害が発生した場合
に、アプリケーションのホストとして最適なシステムを判断するための負荷分散機構です。
サービスグループワークロード管理機能は、システムの処理能力と利用できるリソースに
基づき、サービスグループの起動やフェールオーバーを行うシステムを的確に判断する
ツールを備えています。

サービスグループワークロード管理の有効化について
サービスグループ属性の FailOverPolicy により、VCS がフェールオーバー先のシステ
ムを選定する決定方法が決定されます。FailOverPolicy を Load に設定すると、サービ
スグループワークロード管理が有効になります。
p.456 の 「 リソースレベルでの VCS 動作の制御について」 を参照してください。

システムの処理能力とサービスグループの 負荷
Load 属性と Capacity 属性を組み合わせると、管理者は、サーバーが提供するリソース
の固定量（Capacity）と、特定のサービスグループによって使用が予期されるリソースの
固定量（Load）を定義することができます。
システム属性 Capacity は、サーバーの処理能力を数値で定義します。システムごとに
必要とする処理能力を任意の数値で表現することが可能です。
サービスグループ属性 Load は、サービスグループがオンラインになるのに必要な処理
能力を数値で定義します。アプリケーションごとに必要とする処理能力を任意の数値で
表現することが可能です。
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あるサービスグループがオンライン化されると、その負荷がシステムの処理能力から減算
されて、利用可能な処理能力が算出されます。VCS はこの情報を AvailableCapacity
属性で管理します。
フェールオーバー時、VCS は、利用可能な処理能力の最も高いシステムを判定し、その
システムでサービスグループを起動します。複数のサービスグループのフェールオーバー
が発生した場合、負荷に基づいた適切な選択を容易にするため、VCS はフェールオー
バー先の判定を 1 つずつ順番に行います。
システムの処理能力はソフトな（柔軟性のある）制限であり、状況によっては、Capacity
属性値がマイナスになる可能性もあります。連鎖的に障害が発生した場合など、特定の
動作時に AvailableCapacity 属性値がマイナスになることがあります。

静的負荷と動的負荷
動的負荷は、サービスグループワークロード管理のしくみに不可欠な要素です。通常、
HAD は、次の計算式でそのシステムの残りの処理能力を算出します。
AvailableCapacity = Capacity -（オンラインサービスグループすべての Load 値の合
計）
DynamicLoad 属性が設定されている場合は、算出した Load 値は無視され、そのシス
テムの残りの処理能力は次の関数で算出されます。
AvailableCapacity = Capacity - DynamicLoad
この場合、サービスグループの静的な負荷から推測する方法に比べ、優れたシステム処
理能力の制御が可能になります。ただし、VCS が制御していない負荷についても算出
し、管理する必要があります。また、main.cf 設定ファイルを手動で変更する必要もありま
す。
DynamicLoad（hasys -load で指定）は、パーセンテージの値ではなく、Capacity から
差し引く整数である点に注意が必要です。 たとえば、システムの Capacity 値が 200 で、
VCS が制御していないアプリケーションがシステムに 80 % の負荷をかけている場合、
DynamicLoad 値として 80 ではなく 160 を VCS に通知する必要があります。

オーバーロード 警告について
オーバーロード警告は、Load ポリシーの通知コンポーネントです。サーバーが、所定の
負荷レベル（LoadWaringLevel 属性で設定）を所定時間（LoadTimeThreshold 属性で
設定）維持している場合、VCS によって loadwarning トリガが呼び出されます。
p.535 の 「イベントトリガの使用」 を参照してください。
p.841 の System attributes を参照してください。
loadwarning トリガは、特定のアクションを目的としたユーザー定義のスクリプトまたはア
プリケーションです。システムの負荷が LoadWarningLevel で設定したパーセンテージ
を超えたまま、LoadTimeThreshold で定義された時間が過ぎたとき、このトリガが起動し

472

第 11 章 VCS の動作の制御
サービスグループワークロード管理

ます。このトリガは、システムの負荷が LoadWarningLevel で設定したパーセンテージを
超えた秒数を確認する LoadTimeCounter がリセットされるまでは、再度呼び出されるこ
とはありません。

システムの制限とサービスグループの必要条件
Limits は、共有メモリセグメントやセマフォを含め、システムで利用可能なリソースを指定
するためのシステム属性です。
Prerequisites は、アプリケーションの必要条件を管理するサービスグループ属性です。
たとえば、データベースを実行するのに、共有セグメントが 3 つと 10 個のセマフォが必
要であるとします。Load ポリシーはこのアプリケーションの条件を満たすシステムを判別
し、その中で最も負荷の軽いシステムを選択します。
サービスグループに定義された必要条件をシステムが満たさない場合、このサービスグ
ループはそのシステムでオンライン化することはできません。
これらの属性を設定するときは、まずサービスグループの必要条件を定義し、次にその
必要条件に対応したシステムの制限を定義します。システムごとに異なる制限を定義で
きます。またサービスグループの必要条件とシステムの制限の数には上限はありません。
サービスグループの必要条件とシステムの制限は、任意の順番で定義できます。
また、これらの属性を使って、N 対 1 や N 対 N のクラスタを設定することができます。た
とえば、システム上で一度にオンライン化できるサービスグループを 1 つだけにするに
は、各グループとシステムの定義に次のエントリを追加します。
Prerequisites = { GroupWeight = 1 }
Limits = { GroupWeight = 1 }

システムの Limits とサービスグループの Prerequisites は、FailOverPolicy とは無関係
に機能します。Prerequisites 属性は、サービスグループを起動するのに適したシステム
を判別するものです。 複数のシステムが抽出された場合は、HAD が FailOverPolicy 属
性の設定に従って選択します。

処理能力と制限について
VCS は、フェールオーバー先のノードを決定するとき、サービスグループの必要条件を
満たし利用可能な処理能力が最も高いシステムを選択します。複数のシステムが必要条
件を満たし、利用可能な処理能力も同じである場合には、SystemList で先に定義され
ているシステムを選択します。
システムの使用可能な処理能力が、LoadWarningLevel 属性で設定されたパーセントを
下回り、その負荷状態のまま LoadTimeThreshold 属性で設定された時間を経過する
と、そのシステムは loadwarning トリガを呼び出します。
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ワークロード管理を示した設定例
このトピックでは、これらの概念を盛り込んだ設定例を示します。

システムとサービスグループの 定義
この例の main.cf では、システム定義とサービスグループ定義に、様々なサービスグルー
プワークロード管理（SGWM）の属性を使っています。
p.788 の 「各属性とその定義について」 を参照してください。
include "types.cf"
cluster SGWM-demo (
)
system LargeServer1 (
Capacity = 200
Limits = { ShrMemSeg=20, Semaphores=10, Processors=12 }
LoadWarningLevel = 90
LoadTimeThreshold = 600
)
system LargeServer2 (
Capacity = 200
Limits = { ShrMemSeg=20, Semaphores=10, Processors=12 }
LoadWarningLevel=70
LoadTimeThreshold=300
)
system MedServer1 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=10, Semaphores=5, Processors=6 }
)
system MedServer2 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=10, Semaphores=5, Processors=6 }
)
group G1 (
SystemList = { LargeServer1 = 0, LargeServer2 = 1,
MedServer1 = 2 , MedServer2 = 3 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
MedServer1=1, MedServer2=1 }
AutoStartPolicy = Load
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AutoStartList = { MedServer1, MedServer2 }
FailOverPolicy = Load
Load = 100
Prerequisites = { ShrMemSeg=10, Semaphores=5, Processors=6 }
)

設定例: 基本的な 4 ノード型のクラスタ
次に示すのは基本的な 4 ノード型クラスタの設定例です。
include "types.cf"
cluster SGWM-demo
system Server1 (
Capacity = 100
)
system Server2 (
Capacity = 100
)
system Server3 (
Capacity = 100
)
system Server4 (
Capacity = 100
)
group G1 (
SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 20
)
group G2 (
SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 40
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)
group G3 (
SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 30
)
group G4 (
SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 10
)
group G5 (
SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 50
)
group G6 (
SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 30
)
group G7 (
SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 20
)
group G8 (
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SystemList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { Server1, Server2, Server3, Server4 }
FailOverPolicy = Load
Load = 40
)

p.477 の 「AutoStart の動作について」 を参照してください。

AutoStart の動作について
この設定では、サービスグループは、記述された順序と同じく G1 - G8 の順にプローブ
するとします。グループ G1 は AvailableCapacity 値の最も高いシステムを選択します。
すべてのシステムの Capacity 値が同一であるため、G1 は SystemList の先頭にある
サーバー Server1 でオンラインとなります。グループ G2 - G4 は、それぞれ Server2 Server4 と続きます。
表 11-7 では、最初の 4 つのサービスグループがオンラインになっている基本的な 4 ノー
ド型クラスタの Autostart クラスタ設定を示します。
表 11-7

基本的な 4 ノード型クラスタの Autostart クラスタ設定

サーバー

利用可能な処理能力

オンラインのグループ

Server1

80

G1

Server2

60

G2

Server3

70

G3

Server4

90

G4

次のグループ、グループ G5 がオンラインになる場合、AvailableCapacity 値が最も高い
Server4 が選ばれます。次に、グループ G6 は AvailableCapacity 値が 80 の Server1
でオンラインとなり、グループ G7 は AvailableCapacity 値が 70 の Server 3 で、そして
グループ G8 は AvailableCapacity 値が 60 の Server2 でそれぞれオンラインになりま
す。
表 11-8 では、他の 4 つのサービスグループがオンラインになっている基本的な 4 ノー
ド型クラスタの Autostart クラスタ設定を示します。
表 11-8

他の 4 つのサービスグループがオンラインになっている基本的な 4
ノード型クラスタの Autostart クラスタ設定

サーバー

利用可能な処理能力

オンラインのグループ

Server1

50

G1 と G6
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サーバー

利用可能な処理能力

オンラインのグループ

Server2

20

G2 と G8

Server3

50

G3 と G7

Server4

40

G4 と G5

このクラスタ設定の場合、Server2 が LoadWarningLevel のデフォルト設定である 80 %
に達しているため、600 秒後に loadwarning トリガが起動されます。

障害シナリオについて
最初に、Server4 に障害が発生したとします。Server1 と Server3 の AvailableCapacity
が 50 であり、そして Server1 が先にリストに定義されているため、グループ G4 は Server1
を選択します。次に、グループ G5 が Server3 でオンラインになります。フェールオー
バー先の選択を順番に処理することによって、フェールオーバーに余分な時間をほとん
どかけずに、負荷に基づいた制御を行うことができます。
表 11-9 では、基本的な 4 ノード型クラスタでの最初の障害の後のクラスタ設定を示しま
す。
表 11-9

最初の障害の後のクラスタ設定

サーバー

利用可能な処理能力

オンラインのグループ

Server1

40

G1、G6、G4

Server2

20

G2 と G8

Server3

0

G3、G7、G5

この設定の場合、Server3 は loadwarning トリガを起動し、サーバーに負荷がかかりす
ぎていることを通知します。管理者はグループ G7 を Server1 に切り替えることによって、
グループ G1 と G3 で負荷を分散することができます。Server4 は、修復されると
AvailableCapacity が 100 の状態でクラスタに再参加します。したがって、Server4 が最
も有効なフェールオーバー先になります。

連鎖障害のシナリオについて
Server4 が復帰する前に Server3 に障害が発生した場合、グループ G3 は Server1 を
選択し、グループ G5 は Server2、グループ G7 は Server1 をそれぞれ選択します。こ
の結果、次のような状態になります。
表 11-10 では、基本的な 4 ノード型クラスタでの連鎖障害のシナリオを示します。
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表 11-10

基本的な 4 ノード型クラスタでの連鎖障害のシナリオ

サーバー

利用可能な処理能力

オンラインのグループ

Server1

-10

G1、G6、G4、G3、G7

Server2

-30

G2、G8、G5

Server1 は loadwarning トリガを起動し、サーバーの過負荷を通知します。

設定例: 複雑な 4 ノード型のクラスタ
この例のクラスタは、2 台の大規模なエンタープライズサーバー（LargeServer1 と
LargeServer2）と、2 台の中規模サーバー（MedServer1 と MedServer2）で構成されて
います。 このクラスタには、4 つのサービスグループ G1 - G4 があり、さまざまな Load と
Prerequisites が設定されています。グループ G1 と G2 は、特定の共有メモリとセマフォ
要求を行うデータベースアプリケーションだとします。グループ G3 と G4 は専用メモリや
セマフォを必要としない中間層アプリケーションです。
include "types.cf"
cluster SGWM-demo (
)
system LargeServer1 (
Capacity = 200
Limits = { ShrMemSeg=20, Semaphores=10, Processors=12 }
LoadWarningLevel = 90
LoadTimeThreshold = 600
)
system LargeServer2 (
Capacity = 200
Limits = { ShrMemSeg=20, Semaphores=10, Processors=12 }
LoadWarningLevel=70
LoadTimeThreshold=300
)
system MedServer1 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=10, Semaphores=5, Processors=6 }
)
system MedServer2 (
Capacity = 100
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Limits = { ShrMemSeg=10, Semaphores=5, Processors=6 }
)
group G1 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, MedServer1,
MedServer2 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0, MedServer1=1,
MedServer2=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { LargeServer1, LargeServer2 }
FailOverPolicy = Load
Load = 100
Prerequisites = { ShrMemSeg=10, Semaphores=5, Processors=6 }
)
group G2 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, MedServer1,
MedServer2 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0, MedServer1=1,
MedServer2=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { LargeServer1, LargeServer2 }
FailOverPolicy = Load
Load = 100
Prerequisites = { ShrMemSeg=10, Semaphores=5, Processors=6 }
)
group G3 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, MedServer1, MedServer2 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0, MedServer1=1,
MedServer2=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { MedServer1, MedServer2 }
FailOverPolicy = Load
Load = 30
)
group G4 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, MedServer1, MedServer2 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0, MedServer1=1,
MedServer2=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { MedServer1, MedServer2 }
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FailOverPolicy = Load
Load = 20
)

AutoStart の動作について
この設定の場合、AutoStart シーケンスは次のようになります。
G1 - LargeServer1
G2 - LargeServer2
G3 - MedServer1
G4 - MedServer2
クラスタが起動すると、すべてのグループがプローブシーケンスを開始します。グループ
G1 と G2 には、AutoStartList 属性に LargeServer1 と LargeServer2 が定義されてい
ます。これらのグループは、プローブの際に、AutoStartList 属性で定義されたサーバー
のうち、AvailableCapacity 値が最も高いサーバーでオンラインとなるように、AutoStart
キューを設定します。G1 が最初にプローブする場合、LargeServer1 と LargeServer2
の AvailableCapacity がともに 200 で、LargeServer1 が SystemList で先に定義され
ていることから、G1 は LargeServer1 を選択します。グループ G3 と G4 は、同じアルゴ
リズムを使ってそれぞれのサーバーを決定します。

通常の動作について
表 11-11 では、複雑な 4 ノード型クラスタでの通常動作のクラスタ設定を示します。
表 11-11

複雑な 4 ノード型クラスタでの通常動作のクラスタ設定

サーバー

利用可能な処理能力 現在の限度

オンラインのグループ

LargeServer1

100

G1

ShrMemSeg=10
Semaphores=5
Processors=6

LargeServer2

100

ShrMemSeg=10

G2

Semaphores=5
Processors=6
MedServer1

70

ShrMemSeg=10
Semaphores=5
Processors=6

G3
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サーバー

利用可能な処理能力 現在の限度

オンラインのグループ

MedServer2

80

G4

ShrMemSeg=10
Semaphores=5
Processors=6

障害シナリオについて
LargeServer2 に障害が発生した場合、VCS は、同じ SystemZone に所属するグルー
プ G2 の SystemList で利用可能なシステムをすべてスキャンし、グループの
Prerequisites を満たすシステムのサブセットを作成します。この例では、グループ G1 を
オンラインにしている LargeServer1 の Limit（通常のシーケンスの LargeServer の
CurrentLimits を参照）が、グループ G2 の Prerequisites を満たしています。グループ
G2 は、LargeServer1 でオンラインになります。この結果、次のような状態になります。
表 11-12 では、複雑な 4 ノード型クラスタでの障害シナリオのクラスタ設定を示します。
表 11-12

複雑な 4 ノード型クラスタでの障害シナリオのクラスタ設定

サーバー

利用可能な処理能力 現在の限度

オンラインのグループ

LargeServer1

0

G1、G2

ShrMemSeg=0
Semaphores=0
Processors=0

MedServer1

70

ShrMemSeg=10

G3

Semaphores=5
Processors=6
MedServer2

80

ShrMemSeg=10

G4

Semaphores=5
Processors=6

LargeServer1 の LoadWarningLevel が 90 % を超えているため、VCS は 10 分
（LoadTimeThreshold = 600）後に LargeServer1 で loadwarning トリガを起動します。

連鎖障害のシナリオについて
このシナリオでは、ピア上で実行中のサービスグループにも適応できる十分な Limits が
各システムに残されているため、別のシステムの障害にも対応することができます。
MedServer1 に障害が発生した場合、そこで動作中のグループは MedServer2 にフェー
ルオーバーできます。
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LargeServer1 に障害が発生した場合、そこで動作中の 2 つのグループは、順にフェー
ルオーバーされます。最初に定義されているグループ G1 は、MedServer2 を選択しま
す。これは、このサーバーの Limits が G1 の Prerequisites を満たし、最も高い
AvailableCapacity 値を持つためです。MedServer2 以外でグループの Prerequisites
を満たすシステムは MedServer1 のみであるため、グループ G2 は、MedServer1 を選
択します。

設定例: サーバー統合
この例では、複雑な 8 ノード設定のクラスタが複数のアプリケーションと複数の大規模デー
タベースを実行しています。 データベースサーバーの LargeServer1、LargeServer2
と LargeServer3 は、エンタープライズシステムです。複数のアプリケーションを実行する
中規模サーバーは、MedServer1、MedServer2、MedServer3、MedServer4 と
MedServer5 です。
この設定の場合、データベースゾーン（SystemZone 0）は、最大 2 つの障害を処理す
ることができます。各サーバーの Limits は、最大 3 つのデータベースサービスグループ
に対応できます。アプリケーションゾーンでも、各サーバーに余分な Capacity を有して
います。
アプリケーショングループには Prerequisites 属性は定義されていませんが、アプリケー
ショングループを実行するサーバーには、1 つのデータベースを実行するために必要な
Limits が指定されています。そのため、データベースを別のシステムゾーン（アプリケー
ションゾーン）にフェールオーバーし、その中の最も負荷の少ないサーバーで実行するこ
とができます。
include "types.cf"
cluster SGWM-demo (
)
system LargeServer1 (
Capacity = 200
Limits = { ShrMemSeg=15, Semaphores=30, Processors=18 }
LoadWarningLevel = 80
LoadTimeThreshold = 900
)
system LargeServer2 (
Capacity = 200
Limits = { ShrMemSeg=15, Semaphores=30, Processors=18 }
LoadWarningLevel=80
LoadTimeThreshold=900
)
system LargeServer3 (
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Capacity = 200
Limits = { ShrMemSeg=15, Semaphores=30, Processors=18 }
LoadWarningLevel=80
LoadTimeThreshold=900
)
system MedServer1 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
system MedServer2 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
system MedServer3 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
system MedServer4 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
system MedServer5 (
Capacity = 100
Limits = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
group Database1 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3 }
FailOverPolicy = Load
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Load = 100
Prerequisites = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
group Database2 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3 }
FailOverPolicy = Load
Load = 100
Prerequisites = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
group Database3 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3 }
FailOverPolicy = Load
Load = 100
Prerequisites = { ShrMemSeg=5, Semaphores=10, Processors=6 }
)
group Application1 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
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MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { MedServer1, MedServer2, MedServer3,
MedServer4,
MedServer5 }
FailOverPolicy = Load
Load = 50
)
group Application2 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { MedServer1, MedServer2, MedServer3,
MedServer4,
MedServer5 }
FailOverPolicy = Load
Load = 50
)
group Application3 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { MedServer1, MedServer2, MedServer3,
MedServer4,
MedServer5 }
FailOverPolicy = Load
Load = 50
)
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group Application4 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { MedServer1, MedServer2, MedServer3,
MedServer4,
MedServer5 }
FailOverPolicy = Load
Load = 50
)
group Application5 (
SystemList = { LargeServer1, LargeServer2, LargeServer3,
MedServer1, MedServer2, MedServer3, MedServer4,
MedServer5 }
SystemZones = { LargeServer1=0, LargeServer2=0,
LargeServer3=0,
MedServer1=1, MedServer2=1, MedServer3=1,
MedServer4=1,
MedServer5=1 }
AutoStartPolicy = Load
AutoStartList = { MedServer1, MedServer2, MedServer3,
MedServer4,
MedServer5 }
FailOverPolicy = Load
Load = 50
)

AutoStart の動作について
前の例の main.cf に基づくと、AutoStart シーケンスは次のようになります。
Database1

LargeServer1

Database2

LargeServer2

Database3

LargeServer3
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Application1

MedServer1

Application2

MedServer2

Application3

MedServer3

Application4

MedServer4

Application5

MedServer5

通常の動作について
表 11-13 では、複数のアプリケーションと複数の大規模データベースを実行している複
雑な 8 ノード型クラスタでの通常動作のクラスタ設定を示します。
表 11-13

複数のアプリケーションと複数の大規模データベースを実行している
複雑な 8 ノード型クラスタでの通常動作のクラスタ設定

サーバー

利用可能な処理能力 現在の限度

オンラインのグループ

LargeServer1

100

Database1

ShrMemSeg=10
Semaphores=20
Processors=12

LargeServer2

100

ShrMemSeg=10

Database2

Semaphores=20
Processors=12
LargeServer3

100

ShrMemSeg=10

Database3

Semaphores=20
Processors=12
MedServer1

50

ShrMemSeg=5

Application1

Semaphores=10
Processors=6
MedServer2

50

ShrMemSeg=5

Application2

Semaphores=10
Processors=6
MedServer3

50

ShrMemSeg=5
Semaphores=10
Processors=6

Application3
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サーバー

利用可能な処理能力 現在の限度

オンラインのグループ

MedServer4

50

Application4

ShrMemSeg=5
Semaphores=10
Processors=6

MedServer5

50

ShrMemSeg=5

Application5

Semaphores=10
Processors=6

障害シナリオについて
次の例では、LargeServer3 に障害が発生したことを想定しています。 VCS は、同じ
SystemZone に所属する Database3 の SystemList で利用可能なシステムをすべてス
キャンし、グループの Prerequisites を満たすシステムを識別します。この例では、
LargeServer1 と LargeServer2 の CurrentLimits が、Database3 の Prerequisites を
満たしています。Database3 は、LargeServer1 でオンラインになります。この結果、次
のような状態になります。
表 11-14 では、複数のアプリケーションと複数の大規模データベースを実行している複
雑な 8 ノード型クラスタでの障害シナリオを示します。
表 11-14

複数のアプリケーションと複数の大規模データベースを実行している
複雑な 8 ノード型クラスタでの障害シナリオ

サーバー

利用可能な処理能力 現在の限度

オンラインのグループ

LargeServer1

0

Database1、
Database3

ShrMemSeg=5
Semaphores=10
Processors=6

LargeServer2

100

ShrMemSeg=10

Database2

Semaphores=20
Processors=12

このシナリオでは、別のサービスグループにも適応できる十分な Limits が各システムに
残されているため、LargeServer1 と LargeServer2 のいずれかのシステムでさらに障害
が発生しても対応することができます。

連鎖障害のシナリオについて
単一のサーバー上で 2 つのデータベースグループを実行する構成でデータベースの処
理速度に問題がある場合、SystemZones ポリシーを利用して処理速度の向上が図れま
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す。 データベースグループをアプリケーションゾーンにフェールオーバーすると、グルー
プの優先ゾーンがリセットされるという効果があります。たとえば、前述のシナリオで、
Database3 は LargeServer1 にフェールオーバーしました。管理者はアプリケーション
ゾーンで、2 つのアプリケーショングループを 1 つのシステムに移動させることができま
す。すると、データベースアプリケーションを、サービスグループを動作していないサー
バー（MedServer1-MedServer5）に切り替えることができます。すなわち、Database3
を Zone1（アプリケーションゾーン）に移すことができます。 Database3 に障害が発生し
た場合、そのサービスグループは、アプリケーションゾーンの中で最も負荷の軽いサー
バーをフェールオーバー先として選択します。
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12
サービスグループの依存関
係のロール
この章では以下の項目について説明しています。
■

サービスグループの依存関係について

■

サービスグループの依存関係の設定

■

グループの依存関係についてよく寄せられる質問

■

サービスグループのリンク設定について

■

複数の子サービスグループのリンクについて

■

サービスグループの依存関係を持つ VCS の動作

サービスグループの依存関係について
サービスグループは互いに依存関係を持つことができます。 依存するグループが親であ
り、それ以外のグループは子になります。たとえば、親である財務アプリケーションでは、
そのアプリケーションがオンラインになる前に、子であるデータベースアプリケーションが
オンラインになる必要がある場合があります。アプリケーションのサービスグループを管理
するためのサービスグループの依存関係上の機能が増えれば増えるほど、これによって
より複雑なフェールオーバー設定が作成されます。
サービスグループは、親と子のどちらにもなり得ます。 VCS では、依存関係ツリーの階
層の深さは最大で 5 レベルです。

依存関係のリンクについて
親と子の間の依存関係をリンクと呼びます。リンクは、依存関係のカテゴリ、サービスグ
ループの位置、依存関係の堅さによって特徴付けられます。
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■

依存関係のカテゴリには、online と offline があります。

■

依存関係の位置には、local、global、remote、site の種類があります。

■

さらに、依存関係には、親と子のサービスグループ間の制約の堅さに基づいた soft、
firm、hard のタイプがあります。

依存関係のこれらのカテゴリ、位置、堅さの組み合わせを選択することにより、サービスグ
ループの動作をカスタマイズすることができます。

依存関係のカテゴリ
依存関係のタイプにより、親グループと子グループの状態との関係が決定されます。
表 12-1 では、親と子のサービスグループ間の依存関係カテゴリと関係を示します。
表 12-1

依存関係のカテゴリ

依存関係

親と子のサービスグループ間の関係

online グループ依
存関係

親グループは、起動する前に子グループのオンライン化を待つ必要があり
ます。
たとえば、データベースアプリケーションとデータベースサービスを 2 つの
別個のグループとして設定する場合は、データベースアプリケーションを親
グループ、データベースサービスを子グループに定義します。
online グループ依存関係は、場所に基づいたさまざまな組み合わせと堅さ
に基づいたさまざまな組み合わせをサポートします。

offline グループ依
存関係

親グループは、子グループがオフラインの場合にのみ起動でき、子グルー
プは親グループがオンラインの場合にのみ起動できます。この動作により、
同一システム上でアプリケーションの実行が競合する事態を回避できます。
たとえば、テストアプリケーションを親に設定し、製品アプリケーションを子に
設定します。 親アプリケーションと子アプリケーションは同じシステムでも異
なるシステムでも設定できます。
offline グループ依存関係は、オフラインローカル依存関係のみをサポート
します。

依存関係の位置
親のサービスグループと子のサービスグループの相対的な位置によって、両者の依存関
係が local、global、remote、site のいずれになるかが決まります。
表 12-2 では、local、global、remote、site の各依存関係について、依存関係の位置を
示します。
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表 12-2

依存関係の位置

依存関係

親と子のサービスグループの相対的な位置

local 依存関係

親グループの依存関係は、同一システム上の子グループがオンラインかオ
フラインかによって異なります。

global 依存関係

親グループのインスタンスは、クラスタ内の任意のシステム上でオンラインの
子グループの 1 つ以上のインスタンスに依存します。

remote 依存関係

親グループのインスタンスは、親グループがオンラインであるシステム以外
のクラスタ内の任意のシステム上でオンラインの子グループの 1 つ以上の
インスタンスに依存します。

site 依存関係

親グループのインスタンスは、同一サイト内の任意のシステム上でオンライン
の子グループの 1 つ以上のインスタンスに依存します。

依存関係の堅さ
依存関係のタイプにより、親グループと子グループ間のリンクの堅さを定義します。 soft
依存は、課される制約が最小であり、hard 依存では、最大の制約が課されます。
表 12-3 では、依存関係の堅さと、関連付けられた制約を示します。
表 12-3

依存関係の堅さ

依存関係の堅さ

親と子のサービスグループ間の制約

soft 依存関係

親グループおよび子グループをオンラインにするときに、最小限の制約を指
定します。唯一の制約は、子グループが親グループより先にオンラインに
なっている必要がある点です。
たとえば、online local soft 依存関係の場合、親グループをオンラインにす
るには、同一システム上の子グループのインスタンスがオンラインになってい
る必要があります。
soft 依存関係には、次のような柔軟性があります。
■

■

■

■

子グループに障害が発生しても、親グループは即座にオフラインにはな
りません。子グループがフェールオーバーできない場合、親グループは
オンラインのままとなります。
両方のグループがオンラインのときに、親または子のうち一方のグルー
プを、他方がオンラインのままでもオフラインにできます。
親グループに障害が発生しても、子グループはオンラインのままになり
ます。
リンクが設定されているときは、親グループがオンラインになっていれば
子グループをオンラインにする必要はありません。ただし、両グループが
オンラインのときは、それぞれのオンライン状態がリンクのタイプと競合し
ないようにする必要があります。
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依存関係の堅さ

親と子のサービスグループ間の制約

firm 依存関係

親または子グループをオンラインまたはオフラインにするときに VCS で課さ
れる制約がより多い依存関係です。この依存関係では、子グループが親グ
ループより先にオンラインになっている必要があることに加えて、次の制約
が課されます。
■

■

■

■

子グループに障害が発生すると、親グループはオフラインになります。
障害が発生した時点で親がフリーズされている場合は、親は元の状態
のままになります。子グループが別のシステムにフェールオーバーでき
ない場合、親グループはオフラインのままとなります。
親グループに障害が発生しても、子グループはオンラインのままにでき
ます。
親グループがオンラインである場合、子グループをオフラインにすること
はできません。親グループは、子グループがオンラインでもオフラインに
することができます。
リンクが設定されているときは、親グループはオフラインになっている必
要があります。ただし、両グループがオンラインの場合は、それぞれのオ
ンライン状態がリンクのタイプと競合しないようにする必要があります。
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依存関係の堅さ

親と子のサービスグループ間の制約

hard 依存関係

子サービスグループの親をオンラインまたはオフラインにするときに VCS で
課される制約が一番多い依存関係です。次に例を示します。
■

■

子グループに障害が発生すると、親グループは、子グループがオフライ
ンになる前にオフラインになります。子グループがフェールオーバーに
なると、親は別のシステム（local 依存では同一システム）にフェールオー
バーされます。子グループがフェールオーバーできない場合、親グルー
プはオフラインのままとなります。
親グループに障害が発生しても、子グループはオフラインになります。子
がフェールオーバーする場合、親もフェールオーバーします。子グルー
プがフェールオーバーできない場合、親グループはオフラインのままと
なります。

メモ: 子に障害が発生し、親グループがフリーズされている場合、親グルー
プはオンライン状態を維持します。障害が発生した子はフェールオーバー
しません。
次の制約は、hard 依存の設定時に適用されます。
■

online local hard 依存関係だけがサポートされています。

■

単一レベルの親子関係のみ、hard 依存として設定できます。

■

1 つの子グループは、オンラインの hard な親グループを 1 つしか持て
ません。 同様に、1 つの親グループはオンラインの hard な子グループ
を 1 つしか持てません。
子グループをオンライン化しても、親グループは自動的にオンラインに
なりません。
親グループをオフライン化しても、子グループは自動的にオフラインに
なりません。
子グループがオフラインである場合、親グループをオンラインにすること
はできません。
hard の依存関係は依存関係ツリーの一番下のレベル（葉のレベル）で
のみ許可されます。

■

■

■

■

依存関係の制限について
次に、サービスグループの依存関係の制限をいくつか示します。
■

グループの依存関係ツリーには、下方に最大で 5 つのレベルがあります。

■

依存関係を設定するときに、親グループと子グループの現在の状態が設定する依存
関係に違反している場合、2 つのサービスグループに依存関係を設定することはで
きません。
たとえば、親グループのすべてのインスタンスがオフラインである場合、あらゆるタイ
プの依存関係を定義することが可能です。
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親グループがオンラインで、子グループがオフラインである場合、offline 依存関係お
よび soft 依存関係である場合を除き、依存関係を定義することはできません。
2 つのパラレルグループをリンクする online global リンク要求、online remote リンク
要求、online site リンク要求はすべて拒否されます。
親グループ（パラレルグループ）と子グループ（フェールオーバーグループ）に online
local で依存関係を設定することはできません。
■

site 依存関係を使ったサービスグループのリンク:
■

リンクするサービスグループが異なるサイトでオンラインである場合、それらをリン
クするのに site 依存関係を使うことはできません。

■

パラレルまたはハイブリッド親グループをフェールオーバーまたはハイブリッド子
サービスグループにリンクするリンク要求はすべて拒否されます。

■

2 つのサービスグループがすでに local、site、remote、global のいずれかの依
存関係を使ってリンクされている場合、既存の依存関係をリンク解除し、site 依存
関係を使う必要があります。ただし、複数の子または複数の親の設定では他のオ
ンライン依存関係と site 依存関係を設定できます。

サービスグループの依存関係の設定
次の表では、インスタンスという用語はパラレルグループにのみ適用されます。たとえば、
パラレルグループが 3 つのシステム上でオンラインになっている場合、このグループのイ
ンスタンスは各システム上でオンラインになります。フェールオーバーグループの場合、
常にグループの 1 つのインスタンスのみがオンラインになります。デフォルトの依存関係
のタイプは firm です。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。

フェールオーバー親グループ/フェールオーバー子グループについて
表 12-4 では、フェールオーバー親グループ/フェールオーバー子グループでのサービ
スグループの依存関係を示します。
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表 12-4

サービスグループの依存関係の設定: フェールオーバー親グループ/
フェールオーバー子グループ

リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

online local soft

同一システムのオ 同一システムの子 親グループはオ 子グループはオ
ンラインのフェー グループがオンラ ンラインを継続
ンラインを継続
ルオーバー子グ インの場合
子グループが別
ループ
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループが同一
システムに移行
子グループが
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オンラインを継続

online local firm

同一システムのオ 同一システムの子 親グループはオ 子グループはオ
ンラインのフェー グループがオンラ フライン。
ンラインを継続
ルオーバー子グ インの場合
子グループが別
ループ
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループが同一
システムに移行
子グループが
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オフラインを継続
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

online local hard

同一システムのオ 同一システムの子 子グループがオ 子グループはオ
ンラインのフェー グループがオンラ フラインになる前 フライン
ルオーバー子グ インの場合
に親グループが
子グループが
ループ
オフラインになる
フェールオー
子グループが別 バーした場合、親
のシステムに
グループが同一
フェールオー
システムに移行
バーした場合、親
子グループが
グループが同一
フェールオー
システムに移行
バーできない場
子グループが
合、親グループは
フェールオー
オフラインを継続
バーできない場
合、親グループは
オフラインを継続

online global soft

クラスタ内のいず
れかの場所でオ
ンラインのフェー
ルオーバー子グ
ループ

子グループがクラ 親グループはオ
スタ内のいずれか ンラインを継続
の場所でオンライ
子グループが別
ンの場合
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループはオンラ
インを継続
子グループが
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オンラインを継続

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

子グループはオ
ンラインを継続
親グループは任
意の使用可能な
システムにフェー
ルオーバー
フェールオー
バー先のシステム
がない場合、親グ
ループはオフライ
ンのまま
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

online global firm

クラスタ内のいず
れかの場所でオ
ンラインのフェー
ルオーバー子グ
ループ

子グループがクラ
スタ内のいずれか
の場所でオンライ
ンの場合

子グループがオ
フラインになって
から親グループ
がオフラインにな
る

子グループはオ
ンラインを継続

子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループは任意
のシステムでオン
ラインになる

親グループは任
意の使用可能な
システムにフェー
ルオーバー
フェールオー
バー先のシステム
がない場合、親グ
ループはオフライ
ンのまま

子グループが
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オフラインを継続
online remote soft

クラスタ内の異な
るシステムでオン
ラインのフェール
オーバー子グ
ループ

クラスタ内の異な
るシステムでオン
ラインの子グルー
プ

親グループがオ
ンラインだったシ
ステムに子グルー
プがフェールオー
バーした場合、親
グループは別の
システムに移行
子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループは元の
システムでオンラ
インを継続

子グループはオ
ンラインを継続
親グループは子
グループがオンラ
インでないシステ
ムにフェールオー
バー
子グループがオ
ンラインのシステ
ムしかない場合
は、親グループは
オフラインのまま

使用可能な
フェールオー
子グループが
バー先のシステム
フェールオー
がない場合、子グ
バーできない場
ループはオンライ
合、親グループは
ンのまま
オンラインを継続
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

online remote firm

クラスタ内の異な
るシステムでオン
ラインのフェール
オーバー子グ
ループ

クラスタ内の異な
るシステムでオン
ラインの子グルー
プ

親グループがオ
ンラインだったシ
ステムに子グルー
プがフェールオー
バーした場合、親
グループは別の
システムに切り替
え

親グループは子
グループがオンラ
インでないシステ
ムにフェールオー
バー
子グループがオ
ンラインのシステ
ムしかない場合
は、親グループは
オフラインのまま

子グループが別
のシステムに
フェールオー
使用可能な
バーした場合、親
フェールオー
グループは元の
バー先のシステム
システムで再起動
がない場合、子グ
子グループが
ループはオンライ
フェールオー
ンのまま
バーできない場
合、VCS によっ
て親グループは
オフラインになる
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

online site soft

同一サイトのオン 同一サイトの子グ 親グループはオ
ラインのフェール ループがオンライ ンラインを継続
オーバー子グ
ンの場合
もう 1 つの子イン
ループ
スタンスがオンラ
インであるか、子
グループが同一
サイト内のシステ
ムにフェールオー
バーした場合、親
グループはオンラ
インを継続
子グループが別
のサイトのシステ
ムにフェールオー
バーした場合、親
グループは子グ
ループがオンライ
ンである別のサイ
トに移行し、その
サイトの子インス
タンスに依存
子グループが
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オンラインを継続

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合
子グループはオ
ンラインを継続
親グループは同
一サイト内の子イ
ンスタンスとの依
存関係を維持し、
同一サイト内の別
のシステムに
フェールオー
バー
親グループが同
一サイト内のシス
テムにフェール
オーバーできな
い場合、親グルー
プは少なくとも 1
つの子インスタン
スが同一サイトで
オンラインである
別のサイトのシス
テムにフェール
オーバー
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

online site firm

同一サイトのオン 同一サイトの子グ 親グループはオ
ラインのフェール ループがオンライ フライン。
オーバー子グ
ンの場合
もう 1 つの子イン
ループ
スタンスが同一サ
イトでオンラインで
あるか、子グルー
プが同一サイトの
別のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループは同一
サイトのシステム
に移行
オンラインの子イ
ンスタンスが存在
しないか子グルー
プがフェールオー
バーできない場
合、親グループは
オンラインを継続

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合
子グループはオ
ンラインを継続
親グループは同
一サイト内の子イ
ンスタンスとの依
存関係を維持し、
同一サイト内の別
のシステムに
フェールオー
バー
親グループが同
一サイト内のシス
テムにフェール
オーバーできな
い場合、親グルー
プは少なくとも 1
つの子インスタン
スがオンラインで
ある別のサイトの
システムにフェー
ルオーバー
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

offline local

同一システム上の 同一システムの子 親グループがオ 親グループは子
オフラインの
グループがオフラ ンラインでないシ グループがオンラ
フェールオー
インの場合
ステムに子グルー インでないシステ
バー子グループ
プがフェールオー ムにフェールオー
バーした場合、親 バー
グループはオンラ
使用可能な
インを継続
フェールオー
親グループがオ バー先のシステム
ンラインのシステ がない場合、子グ
ムに子グループ ループはオンライ
がフェールオー ンのまま
バーした場合、親
グループは使用
可能であれば別
のシステムに切り
替え
子グループの
フェールオー
バー先となるシス
テムがない場合、
親グループはオ
ンラインを継続

フェールオーバー親グループ/パラレル子グループについて
フェールオーバー親グループとパラレル子グループでは、hard 依存関係はサポートされ
ません。
表 12-5 では、フェールオーバー親グループ/パラレル子グループでのサービスグループ
の依存関係の設定を示します。
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表 12-5

サービスグループの依存関係の設定: フェールオーバー親グループ/
パラレル子グループ

リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

システムのパラ
レル子グループ
に障害が発生
する場合

online local soft

同一システムのパ 子グループのイン 子インスタンスが
ラレル子グループ スタンスが同一シ 別のシステムに
のインスタンス
ステムでオンライ フェールオー
ンの場合
バーすると、親イ
ンスタンスも同じ
システムにフェー
ルオーバー。
子インスタンスが
別のシステムに
フェールオー
バーできない場
合、親インスタン
スはオンラインを
継続

online local firm

同一システムのパ 子グループのイン 親グループはオ
ラレル子グループ スタンスが同一シ フライン。親グ
のインスタンス
ステムでオンライ ループは他のシ
ンの場合
ステムにフェール
オーバーし、そこ
での子インスタン
スに依存。

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合
親グループは他
のシステムに
フェールオー
バーし、そこでの
子インスタンスに
依存。
親グループに障
害が発生したシス
テムで子インスタ
ンスはオンライン
を継続

親グループは他
のシステムに
フェールオー
バーし、そこでの
子インスタンスに
依存。
親グループに障
害が発生したシス
テムで子インスタ
ンスはオンライン
を継続
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

システムのパラ
レル子グループ
に障害が発生
する場合

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

online global soft

クラスタ内でオン
ラインであるパラ
レル子グループ
のすべてのインス
タンス

子グループの少
なくとも 1 つのイ
ンスタンスがクラス
タ内のいずれか
の場所でオンライ
ンの場合

任意のシステムで
子グループに障
害が発生した場
合に親グループ
はオンラインを継
続

すべての子インス
タンスとの依存関
係が維持された
状態で、親グルー
プは別のシステム
にフェールオー
バー

子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オンラインを継続
online global firm

オンラインを継続
するパラレル子グ
ループの 1 つ以
上のインスタンス

子グループのす
べてのインスタン
スがクラスタ内の
いずれかの場所
でオンラインの場
合

親グループはオ
フライン。

すべての子インス
タンスとの依存関
係が維持された
もう 1 つの子イン
状態で、親グルー
スタンスがオンラ
プは別のシステム
インである場合ま
にフェールオー
たはフェールオー
バー
バーする場合、親
インスタンスの他
のシステムまたは
同じシステムへの
フェールオー
バーは失敗
オンラインの子イ
ンスタンスが存在
しないか子グルー
プがフェールオー
バーできない場
合、親グループは
オンラインを継続
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

システムのパラ
レル子グループ
に障害が発生
する場合

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

online remote soft

他のシステムでオ
ンラインを継続し
ているパラレル子
グループの 1 つ
以上のインスタン
ス

子グループの 1
つ以上のインスタ
ンスが他のシステ
ムでオンラインの
場合

親グループはオ
ンラインを継続

子インスタンスと
の依存関係が維
持された状態で、
親グループは別
のシステムに
フェールオー
バー

他のシステムでオ
ンラインを継続し
ているパラレル子
グループのすべ
てのインスタンス

子グループのす
べてのインスタン
スが他のシステム
でオンラインの場
合

親グループはオ
フライン。

online remote firm

親グループがオ
ンラインのシステ
ムに子グループ
がフェールオー
バーした場合、親
グループは別の
システムにフェー
ルオーバー

親グループがオ
ンラインのシステ
ムに子グループ
がフェールオー
バーした場合、親
グループは別の
システムにフェー
ルオーバー
子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループは元の
システムでオンラ
イン化

すべての子インス
タンスとの依存関
係が維持された
状態で、親グルー
プは別のシステム
にフェールオー
バー

506

第 12 章 サービスグループの依存関係のロール
サービスグループの依存関係の設定

リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

システムのパラ
レル子グループ
に障害が発生
する場合

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合

online site soft

同一サイトのパラ
レル子グループ
の 1 つ以上のイ
ンスタンス

子グループの少
なくとも 1 つのイ
ンスタンスが同一
サイトでオンライ
ンの場合

子が同一サイトの
任意のシステムで
オンラインの場
合、親グループは
オンラインを継続

子グループはオ
ンラインを継続

同一サイトのパラ
レル子グループ
の 1 つ以上のイ
ンスタンス

子グループの少
なくとも 1 つのイ
ンスタンスが同一
サイトでオンライ
ンの場合

子の任意のインス
タンスが同一サイ
トでオンラインの
場合、親グルー
プはオンラインを
継続

子グループはオ
ンラインを継続

online site firm

親グループは同
一サイトにオンラ
インの子グループ
子グループが別 があるシステムに
のサイトのシステ フェールオー
ムにフェールオー バー
バーした場合、親
親グループが
グループは同一
フェールオー
サイトのまま
バーできない場
子グループが
合、子グループは
フェールオー
オンラインを継続
バーできない場
合、親グループは
オンラインを継続

子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループは同一
サイトのシステム
に移行
子グループが
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オフラインを継続

親グループは同
一サイトにオンラ
インの子グループ
があるシステムに
フェールオー
バー
親グループが
フェールオー
バーできない場
合、子グループは
オンラインを継続
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リンク

フェールオー
バー親グルー
プが依存する
相手

フェールオー
バー親グルー
プがオンライン
になる場合

システムのパラ
レル子グループ
に障害が発生
する場合

offline local

同一システム上で 同一システムでオ 子グループが別
オフラインのパラ ンラインの子グ
のシステムに
レル子グループ ループのインスタ フェールオー
ンスがない場合 バーした場合、親
グループはオンラ
インを継続
親グループがオ
ンラインのシステ
ムに子グループ
がフェールオー
バーした場合、親
グループはフェー
ルオーバー

フェールオー
バー親グルー
プに障害が発
生する場合
子グループはオ
ンラインを継続。
親グループは子
グループがオンラ
インではない別の
システムにフェー
ルオーバー
親グループが
フェールオー
バーできない場
合、子グループは
オフラインを継続

パラレル親グループ/フェールオーバー子グループについて
表 12-6 では、パラレル親グループ/フェールオーバー子グループでのサービスグループ
の依存関係を示します。
パラレル親グループとフェールオーバー子グループとの間では、online local 依存関係
はサポートされません。
表 12-6

サービスグループの依存関係の設定: パラレル親グループ/フェール
オーバー子グループ

リンク

パラレル親グ
ループのインス
タンスが依存す
る相手

パラレル親グ
ループのインス
タンスがオンラ
インになる場合

システムの
フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

パラレル親グ
ループに障害
が発生する場
合

online global soft

クラスタ内のいず
れかの場所でオ
ンラインのフェー
ルオーバー子グ
ループ

クラスタ内のいず 親グループはオ
れかの場所で
ンラインを継続
フェールオー
バー子グループ
がオンラインの場
合

子グループはオ
ンラインを継続
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リンク

パラレル親グ
ループのインス
タンスが依存す
る相手

パラレル親グ
ループのインス
タンスがオンラ
インになる場合

システムの
フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

online global firm

クラスタ内のいず
れかの場所にあ
るフェールオー
バー子グループ

クラスタ内のいず
れかの場所で
フェールオー
バー子グループ
がオンラインの場
合

親グループのす 子グループはオ
べてのインスタン ンラインを継続
スはオフライン

online remote soft

パラレル親グ
ループに障害
が発生する場
合

子グループが
フェールオー
バーした後、親グ
ループのインスタ
ンスはフェール
オーバーするか、
同一システムで再
起動

別のシステム上の 別のシステム上で 親グループがオ
フェールオー
フェールオー
ンラインのシステ
バー子グループ バー子グループ ムに子グループ
がオンラインの場 がフェールオー
合
バーした場合、親
グループは他の
システムにフェー
ルオーバーする
子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループはオンラ
インを継続

子グループはオ
ンラインを継続 親
グループは子グ
ループがオンライ
ンでない別のシス
テムにフェール
オーバーを試行
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リンク

パラレル親グ
ループのインス
タンスが依存す
る相手

パラレル親グ
ループのインス
タンスがオンラ
インになる場合

システムの
フェールオー
バー子グルー
プに障害が発
生する場合

パラレル親グ
ループに障害
が発生する場
合

online remote firm

別のシステム上の 別のシステム上で 親グループのす 子グループはオ
フェールオー
フェールオー
べてのインスタン ンラインを継続 親
バー子グループ バー子グループ スはオフライン
グループは子グ
がオンラインの場
ループがオンライ
親グループがオ
合
ンでない別のシス
ンラインだったシ
テムにフェール
ステムに子グルー
オーバーを試行
プがフェールオー
バーすると、親グ
ループは他のシ
ステムにフェール
オーバー
子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループは同一
システムでオンラ
イン化

offline local

同一システム上で
オフラインの
フェールオー
バー子グループ

フェールオー
バー子グループ
が同一システムで
オンラインでない
場合

子グループが別 子グループはオ
のシステムに
ンラインを継続
フェールオー
バーした場合、親
グループはオンラ
インを継続
子グループが別
のシステムに
フェールオー
バー 親グループ
がそのシステムで
オンラインでない
場合、親はオフラ
インに 親グルー
プは任意の他の
システムにフェー
ルオーバー
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パラレル親グループ/パラレル子グループについて
パラレル親グループとパラレル子グループとの間では、global および remote の依存関
係はサポートされません。
表 12-7 では、パラレル親グループ/パラレル子グループでのサービスグループの依存関
係の設定を示します。
表 12-7

サービスグループの依存関係の設定: パラレル親グループ/パラレル
子グループ

リンク

パラレル親グ
ループが依存
する相手

パラレル親グ パラレル子グ
ループがオンラ ループに障害
インになる場合 が発生する場
合

パラレル親グ
ループに障害
が発生する場
合

online local soft

同一システム上で
オンラインのパラ
レル子グループ
のインスタンス

同一システム上で
パラレル子グルー
プのインスタンス
がオンラインの場
合

子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループは同一
システムで子グ
ループとして移行

子グループのイン
スタンスはオンラ
インを継続

同一システム上で
オンラインのパラ
レル子グループ
のインスタンス

同一システム上で
パラレル子グルー
プのインスタンス
がオンラインの場
合

親グループはオ
フライン。

子グループはオ
ンラインを継続

子グループが別
のシステムに
フェールオー
バーした場合、親
グループのインス
タンスは VCS に
よって、同一シス
テムで子グルー
プとしてオンライ
ン化

親グループのイン
スタンスは、子グ
ループのインスタ
ンスがオンライン
で、他の親グルー
プのインスタンス
がオンラインでな
いシステムにのみ
フェールオー
バー可能

online local firm

親グループのイン
スタンスは、子グ
ループのインスタ
ンスがオンライン
子グループが
で、他の親グルー
フェールオー
プのインスタンス
バーできない場 がオンラインでな
合、親グループは いシステムにのみ
オンラインを継続 フェールオー
バー可能

子グループが
フェールオー
バーできない場
合、親グループは
オフラインを継続
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リンク

パラレル親グ
ループが依存
する相手

パラレル親グ パラレル子グ
ループがオンラ ループに障害
インになる場合 が発生する場
合

offline local

同一システム上で 同一システムでオ 子グループが別
オフラインのパラ ンラインの子グ
のシステムに
レル子グループ ループのインスタ フェールオー
ンスがない場合 バーした場合、親
グループはオンラ
インを継続

パラレル親グ
ループに障害
が発生する場
合
子グループはオ
ンラインを継続

親グループは子
グループがオンラ
インでないシステ
ムにフェールオー
親がオンラインで バー
あるシステムに子
がフェールオー
バーした場合、親
はオフラインに 親
グループは子グ
ループがオンライ
ンでない他のシス
テムにフェール
オーバー

グループの依存関係についてよく寄せられる質問
表 12-8 では、グループの依存関係についてよく寄せられる質問の一覧を示します。
表 12-8

グループの依存関係についてよく寄せられる質問

依存関係

よく寄せられる質問

Online local

親グループがオンラインである場合、子グループをオフラインにできるかどう
か。
soft=可 firm=不可 hard=不可
子グループがオンライン時に親グループを切り替えることができるかどうか。
soft=不可 firm=不可 hard=不可
親グループがオンライン時に子グループを切り替えることができるかどうか。
soft=不可 firm=不可 hard=不可
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依存関係

よく寄せられる質問

Online global

親グループがオンラインである場合、子グループをオフラインにできるかどう
か。
soft=可 firm=不可
子グループがオンライン時に親グループを切り替えることができるかどうか。
soft=可 firm=可
親グループがオンライン時に子グループを切り替えることができるかどうか。
soft=可 firm=不可

Online remote

親グループがオンラインである場合、子グループをオフラインにできるかどう
か。
soft=可 firm=不可
子グループがオンライン時に親グループを切り替えることができるかどうか。
soft=可（ただし、子グループがオンラインであるシステム以外）。
firm=可（ただし、子グループがオンラインであるシステム以外）。
親グループがオンライン時に子グループを切り替えることができるかどうか。
soft=可 firm=不可（ただし、親グループがオンラインであるシステム以外）。

Offline local

子グループがオフラインである場合、親グループをオンラインにできるかどう
か。
可。
親グループがオンラインである場合、子グループをオフラインにできるかどう
か。
可。
子グループの実行中に親グループを切り替えることができるかどうか。
可（ただし、子グループがオンラインになっているシステム以外）。
親グループの実行中に子グループを切り替えることができるかどうか。
可（ただし、親グループがオンラインになっているシステム以外）。
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依存関係

よく寄せられる質問

Online site

親グループがオンラインである場合、子グループをオフラインにできるかどう
か。
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soft=可 firm=不可
子グループの実行中に親グループを同一サイトのシステムに切り替えること
ができるかどうか。
soft=可 firm=可
親グループがオンライン時に子グループを切り替えることができるかどうか。
soft=可 firm=不可

サービスグループのリンク設定について
設定上、あるサービスグループをオンラインにする前に、別のサービスグループがオンラ
インになっている必要がある場合があります。たとえば、データベースアプリケーションを
オンラインにするには、データベースサービスのリソースを含むサービスグループがオン
ラインである必要があります。
p.141 の 「サービスグループのリンク設定」 を参照してください。
コマンドラインからサービスグループをリンクするには、次のコマンドを使用します。
hagrp -link parent_group child_group gd_category gd_location [gd_type]

parent_group

親グループの名前

child_group

子グループの名前

gd_category

グループの依存関係のカテゴリ（online/offline）

gd_location

依存関係の範囲（local/global/remote/site）

gd_type

グループの依存関係のタイプ（soft/firm/hard）。 デフォルトは firm です。

複数の子サービスグループのリンクについて
VCS では、単一の親サービスグループについて、それに依存する複数の子サービスグ
ループ設定できます。 たとえば、アプリケーションは 2 つ以上のデータベースに依存で
きます。

第 12 章 サービスグループの依存関係のロール
サービスグループの依存関係を持つ VCS の動作

複数の子サービスグループに対してサポートされる依存関係
soft と firm の依存関係を使って、複数の子サービスグループを親サービスグループにリ
ンクできます。 hard の依存関係と offline local の依存関係はサポートされません。
サポートされる親サービスグループと複数の子サービスグループ間の依存関係は、次の
とおりです。
■

soft 依存関係
すべての子グループは online local soft の依存関係を持つことができます。

■

firm 依存関係
すべての子グループは online local firm の依存関係を持つことができます。

■

soft と firm の依存関係の組み合わせ
一部の子グループは online local soft、その他の子グループは online local firm の
依存関係を持つことができます。

■

local、global、remote、site の依存関係の組み合わせ
1 つの子グループは online local soft、もう 1 つの子グループは online remote soft、
さらにもう 1 つの子グループは online global firm の依存関係を持つことができます。

複数の子サービスグループに対してサポートされない依存関係
複数の子サービスグループは offline local と online local hard の依存関係を使って親
サービスグループにリンクすることはできません。さらに、これらの依存関係は他のタイプ
の依存関係と一緒に使用できません。
親サービスグループと複数の子サービスグループの間でサポートされない依存関係のい
くつかの例を、次に示します。
■

複数の子サービスグループが offline local となる設定

■

複数の子サービスグループが online local hard となる設定

■

offline local と他のタイプの依存関係との組み合わせ
offline local と online local soft の組み合わせ、および offline local と online local
hard の組み合わせも使用できません。

■

online local hard と他のタイプの依存関係との組み合わせ
online local hard と online local soft の組み合わせは使用できません。

サービスグループの依存関係を持つ VCS の動作
VCS は、サービスグループの操作を有効にしたり制限することができ、これによってサー
ビスグループの依存関係を受け入れます。VCS は、操作がグループの依存関係に違反
する場合はこれを拒否します。
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グループ依存関係でのオンライン操作
通常、次の状況を除いて、子グループをクラスタ内の任意のシステムにおいて手動でオ
ンラインにすることができます。
■

online local 依存関係の場合、親グループがオンラインだと、親グループがオンライ
ンであるシステム以外では子グループをオンラインにできません。

■

online remote 依存関係の場合、親グループがオンラインだと、親グループがオンラ
インであるシステムでは子グループをオンラインにできません。

■

offline local 依存関係の場合、親グループがオンラインだと、親グループがオンライ
ンであるシステムでは子グループをオンラインにできません。

次の例は、パラレル子グループのオンライン化が可能な場合を示しています。
■

親グループ（フェールオーバー/パラレルグループ）と online local 依存関係でリンク
されている子グループ（パラレルグループ）の場合、子グループの複数のインスタンス
をオンラインにできます。

■

親グループ（フェールオーバーグループ）と remote 依存関係でリンクされている子
グループ（パラレルグループ）の場合、親グループがオンラインであるシステム上で子
グループがオンラインにならないかぎり、子グループの複数のインスタンスをオンライ
ンにできます。

■

親グループ（フェールオーバー/パラレルグループ）と offline local 依存関係でリンク
されている子グループ（パラレルグループ）の場合、親グループがオンラインであるシ
ステム上で子グループがオンラインにならないかぎり、子グループの複数のインスタン
スをオンラインにできます。

グループ依存関係でのオフライン操作
オフラインにする順番によってはグループ依存関係に違反することがあるので、そのよう
な場合、サービスグループをオフライン操作することはできません。通常、firm 依存関係
の場合、親グループがオンラインであるときに子グループをオフラインにすることができま
せん。手動でオフラインを行う場合は、次のルールがあります。
■

親グループは、常にオフラインにすることができます。

■

すべての soft 依存関係について、親グループの状態とは関係なく、子グループをオ
フラインにすることができます。

■

すべての firm 依存関係について、親グループがオンラインである場合、子グループ
はオフラインにすることはできません。

■

online local hard 依存関係について、親グループがオンラインである場合、子グルー
プはオフラインにすることはできません。
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グループ依存関係の切り替え操作
サービスグループの切り替えとは、1 つのシステム上でサービスグループを手動でオフラ
インにし、このサービスグループを別のシステム上でオンラインに戻す処理を示します。
サービスグループがオフラインまたはオンラインの規則に適合しない場合、サービスグ
ループを手動で切り替えることはできません。
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■

第15章 Virtual Business Services

13
VCS イベント通知
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS イベント通知について

■

VCS イベント通知のコンポーネント

■

VCS イベントとトラップについて

■

全体的なイベントの監視について

■

通知の設定について

VCS イベント通知について
VCS は、リソースやシステムの障害などの重大なイベントを、管理者または指定の受信
者に通知するための手段を提供します。VCS には、notifier プロセスと hanotify ユーティ
リティで構成された notifier コンポーネントが備わっています。
VCS は、SNMP V2 MIB を使うことのできる SNMP コンソールをサポートします。
この notifier プロセスのタスクは次のとおりです。
■

HAD からの通知を受信

■

通知のフォーマット

■

SNMP（V2）トラップを生成するか、指定の受信者に電子メールを送信、またはその
両方の処理を実行

リソース、グループまたはクラスタの所有者を設定した場合は、リソースに影響するイベン
トを所有者に対しても通知します。 リソースの所有者にはリソース関連のイベントが通知
され、グループの所有者にはグループ関連のイベントが通知される、といったしくみです。
リソース、リソースタイプ、サービスグループ、システム、またはクラスタのイベントに関する
通知の受信者として所有者以外の人物を設定できます。 登録された受信者は、重要度
レベルが指定したレベル以上であるイベントの通知を受け取ります。 たとえば、通知の受
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信者を設定し、重要度レベルを Warning に指定した場合、VCS は重要度レベルが
Warning、Error、SevereError のイベントに関する通知を受信者に通知しますが、重要
度レベルが Information のイベントは通知しません。
p.788 の 「各属性とその定義について」 を参照してください。
図 13-1 は VCS のイベントの重要度を示します。
VCS のイベントの重要度

表 13-1
重要度

以下を示します。

SevereError

データの損失か破損の原因となりうる重大なエラー。SevereError の重要度
は最大です。

エラー

Faults

警告

通常と異なる動作の警告

Information

通常の動作を示す重要なイベント。Information の重要度は最小です。

メモ: 重要度レベルは、大文字と小文字が区別されます。
VCS イベント通知: 重要度

図 13-1

SNMP
SMTP
SNMP
SMTP

Error
SevereError

Information

notifier
HAD

システム A

HAD

システム B

SNMP トラップは、SNMP コンソールに転送されます。一般に、トラップは、サービスグ
ループまたはリソースの障害などのイベント用にあらかじめ定義されています。hanotify
ユーティリティを使うと、定義済みのトラップとは別のトラップを送信できます。

イベントメッセージと重要度
VCS エンジンは起動すると、重要度が Information 以上のすべてのメッセージをキュー
に入れ、後で処理できるようにします。
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notifier が接続した場合、現在 SNMP オプションまたは SMTP オプションに定義されて
いる最も重要度の低いしきい値レベルを HAD に伝達します。
SNMP コンソールまたは SMTP 受信者に送信するメッセージの重要度を設定せずに、
notifier をコマンドラインから起動した場合、notifier はデフォルトの重要度 Warning を
HAD に伝達します。 VCS の制御下で notifier を設定する場合は、重要度を定義しま
す。
NotifierMngr エージェントの説明については、『Symantec 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。
たとえば、notifier に次の重要度が定義されているとします。
■

電子メール受信者 1 に対して Warning

■

電子メール受信者 2 に対して Error

■

SNMP コンソールに対して SevereError

この場合、notifier は、3 つのうちの最も低い重要度である Warning を HAD に伝達しま
す。それにより、HAD では、Warning 以上の重要度のメッセージをすべて送信キューに
入れます。
notifier は、受信者が、指定の重要度に従って受信するように指定されているメッセージ
だけを確実に受け取るようにします。 ただし、notifier が指定の重要度を HAD に伝達す
るまで、HAD 側では受信者に指定されている重要度が不明なため、すべてのメッセージ
を格納します。 この処理により、HAD がメッセージを作成してから、notifier が定義され
た重要度を HAD に伝達する間に、メッセージが失われることはありません。

メッセージキューの永続性とレプリケーションについて
VCS には、メッセージが失われないよう、イベントメッセージを維持するための高度な機
能があります。各ノードにおいて、VCS は、notifier プロセスに送信するメッセージをキュー
に入れます。このキューは、VCS が実行しているかぎり永続性が維持され、このキューの
内容は各ノードで同一に保たれます。notifier サービスに障害が発生した場合、notifier
はクラスタ内の別のノードにフェールオーバーします。メッセージキューの一貫性はノー
ド間で維持されているため、notifier はフェールオーバーされた後でも、メッセージの送
信を中断していた場所から再開することができます。

HAD によるメッセージの削除
VCS エンジン HAD は、notifier に送信するメッセージを格納します。 180 秒が経過す
るごとに、HAD は保留中のすべての通知を notifier に送信しようと試みます。 HAD が
notifier からメッセージが少なくとも 1 人の受信者に配信されたという送信通知を受信す
ると、そのメッセージをキューから削除します。 たとえば、2 つの SNMP コンソールと 2
人の電子メール受信者が指定されている場合、notifier はメッセージが 4 人の受信者の
うち 1 人にしか届いていなくても、送信通知を HAD に送信します。 HAD が一部のメッ
セージについて送信通知を受信しない場合、notifier から配信の送信通知を受信するま
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で、180 秒ごとにこれらの通知を notifier に送信し続けます。 配信エラーが起きると、エ
ラーメッセージがログファイルに記録されます。
その他に HAD によってメッセージが削除される条件は、次のとおりです。
■

メッセージがキューに配置されて MessageExpiryInterval 属性で指定された時間（秒
単位、デフォルト値: 1 時間）が経過しても、notifier が受信者にメッセージを配送でき
ない場合

■

メッセージキューが満杯になった場合。最新メッセージ用にスペースを作るため、最
も古いメッセージが削除されます。

VCS イベント通知のコンポーネント
このトピックでは、notifier プロセスと hanotify ユーティリティについて説明します。

notifier プロセスについて
notifier プロセスでは、VCS からのメッセージの受信方法と、これらのメッセージの SNMP
コンソールと SMTP 電子メールサーバーへの配信方法が設定されます。notifier を使う
と、メッセージに記されたイベントの重要度に基づいて、通知するメッセージレベルを指
定できます。また、VCS メッセージキューのサイズも指定することができます（デフォルト
は 30 です）。この値を変更するには、MessageQueue 属性を変更します。
この属性について詳しくは、『Symantec 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。
notifier プロセスがコマンドラインから起動した場合、VCS はこのプロセスを制御しませ
ん。最良の結果を得るには、VCS にバンドルされている NotifierMngr エージェントを使
います。このエージェントを使って可用性の高いサービスグループの一部として notifier
を設定すると、notifier を監視、オンラインおよびオフラインにすることができます。
このエージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
クラスタ全体で notifier の 1 つのインスタンスのみが実行されるため、notifier はパラレル
ではなく、フェールオーバーグループに設定する必要があります。また、notifier は SNMP
の get 要求や set 要求に応答しません。notifier は、トラップジェネレータとしてのみ機
能します。
notifier を使うことによって、コンピュータ名、ポート、コミュニティ ID、受信者の電子メール
アドレスなど、SNMP マネージャおよび SMTP 電子メールサーバーの設定を指定する
ことができます。また、複数のマネージャまたはサーバーを指定し、それぞれに送信する
メッセージレベルを指定することができます。
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メモ: VCS の制御外で notifier を開始する場合は、コマンドの中で notifier の絶対パス
を使用します。相対パスを使用して VCS の制御外で notifier を開始した場合、VCS は
notifier プロセスを監視できません。

notifier コマンドの例
notifier コマンドの例を次に示します。
/opt/VRTSvcs/bin/notifier -s m=north -s
m=south,p=2000,l=Error,c=your_company
-t m=north,e="abc@your_company.com",l=SevereError

この例では、notifer は次のことを行います。
■

すべてのレベルの SNMP トラップを、デフォルトの SNMP ポートおよびコミュニティ
値 public で north に送信します。

■

Warning トラップを north に送信します。

■

Error トラップと SevereError トラップを、port 2000 およびコミュニティ値
your_company で south に送信します。

■

SevereError 電子メールメッセージを、デフォルトポートで SMTP 電子メールサー
バーとして north に送信し、電子メールアドレス abc@your_company.com に送信
します。

hanotify ユーティリティについて
hanotify ユーティリティを使って、ユーザー定義のメッセージを作成することができます。
作成したメッセージは、このユーティリティによって HAD に転送され、HAD の内部メッ
セージキューに格納されます。他のメッセージとともに、ユーザー定義のメッセージも
notifier プロセスに転送され、電子メール受信者または SNMP コンソール、あるいはその
両方に配信されます。
図 13-2 に hanotify ユーティリティを示します。
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hanotify ユーティリティ

図 13-2

notifier
hanotify

HAD

システム A

HAD

システム B

hanotify コマンドの例
hanotify コマンドの例を次に示します。
hanotify -i 1.3.6.1.4.1.1302.3.8.10.2.8.0.10 -l Warning -n
agentres -T 7 -t "custom agent" -o 4 -S sys1 -L mv -p
sys2 -P mv -c MyAgent -C 7 -O johndoe -m "Custom message"

この例では、1.3.6.1.4.1.1302.3.8.10.2.8.0.10 という番号が、送信されるメッセージの
OID（オブジェクト識別子）になります。 ユーザー定義のメッセージであることから、HAD
では、このメッセージに対応する SNMP トラップに関連付けられた OID を知る手段があ
りません。 ユーザーがこの OID を入力する必要があります。
メッセージの重要度は Warning に設定されます。影響を受けるシステムは sys1 と sys2
です。 このコマンドを実行すると、リソース agentres のメッセージである「カスタムメッセー
ジ」を含むカスタム通知が生成されます。

VCS イベントとトラップについて
このトピックでは、トラップ、電子メール通知、またはその両方を生成するイベントを一覧で
提示します。 SevereError が最も重要度の高いレベル、つまり最も深刻なイベントメッ
セージのみを通知するレベルで、Information が重要度の低いイベント、つまりすべての
イベントを通知するレベルです。 Global Cluster 固有のトラップには、重要度が最も高い
Critical から、最も低い Normal まであります。

クラスタのイベントとトラップ
表 13-2 では、クラスタのイベントとトラップを示します。
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表 13-2

クラスタのイベントとトラップ

イベント

重要度

説明

Cluster has faulted.

エラー

障害によりクラスタは停止しました。

Heartbeat is down.

エラー

ローカルクラスタのコネクタで、リモート
クラスタとのハートビート接続が失われ
ました。

(Global Cluster Option)

(Global Cluster Option)

Information ローカルクラスタにリモートクラスタの完
全なスナップショットがあり、リモートクラ
スタが RUNNING 状態であることを示
しています。

Heartbeat is "alive."

Information クラスタ間のハートビートは正常です。

Remote cluster is in RUNNING state.

(Global Cluster Option)
Information ユーザーが Cluster Manager からログ
インしたか、haxxx コマンドが呼び出
されたため、ユーザーのログインが認識
されました。

User has logged on to VCS.

エージェントのイベントとトラップ
表 13-3 に、エージェントのイベントとトラップを示します。
表 13-3

エージェントのイベントとトラップ

イベント

重要度

説明

Agent is faulted.

警告

クラスタ内の 1 つのノードで、エージェントに障
害が発生しました。

Agent is restarting

Information

VCS はエージェントを再開しています。

リソースのイベントとトラップ
表 13-4 に、リソースのイベントとトラップを示します。
表 13-4

リソースのイベントとトラップ

イベント

重要度

説明

Resource state is unknown.

警告

VCS はリソースの状態を識別でき
ません。

525

第 13 章 VCS イベント通知
VCS イベントとトラップについて

イベント

重要度

説明

Resource monitoring has timed out.

警告

リソースの監視がタイムアウトしま
した。

Resource is not going offline.

警告

VCS はリソースをオフラインにで
きません。

Health of cluster resource declined.

警告

リソースの状態に関する情報を提
供するため、エージェントが使い
ます。 監視中にリソースの健全性
の低下が確認されました。

Resource went online by itself.

Warning（最
初のプローブ
以外）

リソースは自動的にオンライン化
されました。

Resource has faulted.

エラー

クラスタ内の 1 つのノードで、リ
ソースに障害が発生しました。

Resource is being restarted by agent.

情報

エージェントはリソースを再開して
います。

The health of cluster resource improved.

情報

リソースの状態に関する追加情報
を提供するため、エージェントが
使います。 監視中にリソースの健
全性の向上が確認されました。

Resource monitor time has changed.

警告

このトラップは、エージェントに対
する Monitor 機能の所要時間の
統計分析が有効な場合に、生成
されます。
p.691 の 「 VCS エージェントの統
計機能」 を参照してください。
このトラップは、リソースの Monitor
機能の実行にかかる時間が突然
変化するのをエージェントフレー
ムワークが検出した場合に、生成
されます。トラップ情報には次の詳
細が含まれます。
■

■

Monitor 機能の実行に要する
時間の変動
この変動を導き出すために比
較した実際の時間
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イベント

重要度

説明

Resource is in ADMIN_WAIT state.

エラー

リソースが ADMIN_WAIT 状態で
す。
p.446 の 「 リソースエラー発生時
の Clean 動作の制御について エ
ラー」 を参照してください。

システムのイベントとトラップ
表 13-5 に、システムのイベントとトラップを示します。
表 13-5

システムのイベントとトラップ

イベント

重要度

説明

VCS is being restarted by hashadow.

警告

hashadow プロセスが VCS
エンジンを再起動していま
す。

VCS is in jeopardy.

警告

VCS を実行しているノード
の 1 つが JEOPARDY 状
態にあります。

VCS is up on the first node in the cluster.

Information

最初のノードで VCS が起
動されています。

VCS has faulted.

SevereError

障害のために VCS が停止
しています。

A node running VCS has joined cluster.

Information

クラスタに VCS を実行する
新しいノードがあります。

VCS has exited manually.

Information

VCS を実行していたノード
の 1 つで VCS が正常に終
了しました。

CPU usage exceeded threshold on the system.

警告

システムの CPU 使用状況
が CPUThreshold 属性で
設定された警告しきい値レ
ベルを超えました。

Swap usage exceeded threshold on the system. 警告

システムのスワップ使用状
況が SwapThreshold 属性
で設定された警告しきい値
レベルを超えました。
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イベント

重要度

説明

Memory usage exceeded threshold on the
system.

警告

システムのメモリ使用量が
MemThresholdLevel 属性
で設定された警告しきい値
レベルを超えました。

サービスグループのイベントとトラップ
表 13-6 に、サービスグループのイベントとトラップを示します。
表 13-6

サービスグループのイベントとトラップ

イベント

重要度

説明

Service group has faulted.

エラー

サービスグループは障害のため
にオフラインです。

Service group concurrency violation.

SevereError

フェールオーバーサービスグ
ループが、クラスタ内の複数の
ノードでオンライン化されました。

Service group has faulted and cannot be
failed over anywhere.

SevereError

グループがオンラインになってい
る可能性のあるすべてのノード
で、指定のサービスグループが
停止しました。グループがフェー
ルオーバーできるノードがありま
せん。

Service group is online

情報

サービスグループはオンラインで
す。

Service group is offline.

情報

サービスグループはオフラインで
す。

Service group is autodisabled.

情報

ノードの 1 つがクラスタから切り
離されたため、指定したグルー
プは VCS によって自動無効化
に設定されました。

Service group is restarting.

情報

サービスグループは再起動して
います。

Service group is being switched.

情報

サービスグループは、VCS に
よって、一方のノードでオフライ
ン化され、他方のノードでオンラ
イン化されています。
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イベント

重要度

説明

Service group restarting in response to
persistent resource going online.

情報

永続リソースが障害から回復した
ため、サービスグループは再起
動しています。

The global service group is online/partial
on multiple clusters.

SevereError

グローバルサービスグループで
同時性違反が発生しました。

エラー

ClusterList、AutoFailOver およ
び Parallel 属性が、異なるクラ
スタ上の同じグローバルサービ
スグループで一致しません。

(Global Cluster Option)
Attributes for global service groups are
mismatched.
(Global Cluster Option)

SNMP 固有のファイル
VCS には、SNMP 固有の 2 つのファイル vcs.mib と vcs_trapd が含まれており、次の
場所に作成されます。
/etc/VRTSvcs/snmp
vcs.mib ファイルは、VCS 用のビルトイン MIB テキストファイルです。この MIB を SNMP
コンソールに読み込んで、コンソールで認識されるトラップの一覧に追加します。
vcs_trapd は、HP OpenView Network Node Manager（NNM）SNMP コンソール固有
のファイルです。このファイルには、VCS がサポートする内蔵 SNMP トラップ用に設定さ
れたサンプルイベントが含まれています。 これらのイベントを HP OpenView NNM SNMP
コンソールの SNMP トラップ用に設定されたイベントと結合させるには、次のように実行
します。
xnmevents -merge vcs_trapd

イベントを結合すると、notifier を介して VCS から送信された SNMP トラップが、HP
OpenView NNM SNMP コンソールに表示されます。
メモ: xnmevents について詳しくは、HP Openview のマニュアルを参照してください。

VCS MIB のトラップ変数
VCS から送信されたトラップは、SNMPv2 から SNMPv1 への変換後も SNMPv2 に戻
すことができます。
SNMPv1 トラップ PDU と SNMPv2 トラップ PDU 間での変換の可逆性を確保するため
に、SNMP トラップ OID の最後から 2 番目の ID は 0 である必要があります。 これによ
り、SNMPv2 トラップから SNMPv1 トラップへのフォワード変換（RFC 2576 Section 3.2）
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を実行した後でも、SNMPv1 トラップから SNMPv2 トラップへの逆変換（RFC 2576
Section 3.1）が正しく実行されます。
VCS の notifier では、このガイドラインに従い、最後から 2 番目の ID が 0 の OID を使
うことによって、可逆変換を実現しています。

severityId について
この変数は、送信されたトラップの重要度を示します。
表 13-7 に、変数 severityId がとることのできる値を示します。
表 13-7

変数 severityId がとりうる値

重要度レベルと説明

トラップ PDU の値

Information

0

通常動作の重要イベント
Warning

1

通常と異なる動作の警告
Error

2

障害
Severe Error

3

データの消失や破壊の可能性のある致命的エラー

entityType と entitySubType
これらの変数は、エンティティに関する追加情報です。
表 13-8 に、変数 entityType と entitySubType を示します。
表 13-8

変数 entityType と entitySubType

エンティティのタイプ

エンティティのサブタイプ

Resource

文字列。例: ディスク

Group

文字列
グループのタイプ（フェールオーバーまたはパラレル）

System

文字列。例: Solaris 8

Heartbeat

文字列
ハートビートのタイプ
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エンティティのタイプ

エンティティのサブタイプ

VCS

文字列

GCO

文字列

Agent name

文字列
エージェント名

entityState について
この変数は、エンティティの状態を示しています。
表 13-9 に、さまざまな状態を示します。
表 13-9

とりうる状態

エンティティ

状態

VCS の状態

■

User has logged into VCS

■

Cluster has faulted

■

Cluster is in RUNNING state

■

Agent is restarting

■

Agent has faulted

■

Resource state is unknown

■

Resource monitoring has timed out

■

Resource is not going offline

■

Resource is being restarted by agent

■

Resource went online by itself

■

Resource has faulted

■

Resource is in admin wait state

■

Resource monitor time has changed

エージェントの状態

リソースの状態
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エンティティ

状態

サービスグループの状態

■

Service group is online

■

Service group is offline

■

Service group is auto disabled

■

Service group has faulted

■

Service group has faulted and cannot be failed over anywhere

■

Service group is restarting

■

Service group is being switched

■

Service group concurrency violation

■

■

Service group restarting in response to persistent resource
going online
Service group attribute value does not match corresponding
remote group attribute value
Global group concurrency violation

■

VCS is up on the first node in the Cluster

■

VCS is being restarted by hashadow

■

VCS is in jeopardy

■

VCS has faulted

■

A node running VCS has joined cluster

■

VCS has exited manually

■

CPU usage exceeded threshold on the system

■

Memory usage exceeded the threshold on the system

■

Swap usage exceeded the threshold on the system

■

Cluster has lost heartbeat with remote cluster

■

Heartbeat with remote cluster is alive

■

システムの状態

GCO ハートビートの状態

全体的なイベントの監視について
このトピックでは、個別の通知を監視することにより、全体的なイベントを検出する方法に
ついて説明します。

サービスグループ障害の検出方法
VCS では、サービスグループの障害にともなってフェールオーバーが行われた際に、明
示的なトラップを送信しません。 サービスグループの AutoFailOver 属性が 1 に設定さ
れている場合、そのサービスグループに障害が発生すると、次の通知が生成されます。
■

Service Group Fault for the node on which the service group was online and
faulted
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■

Service Group Offline for the node on which the service group faulted

■

Service Group Online for the node to which the service group failed over

サービスグループ切り替えの検出方法
サービスグループが切り替えられた場合、次のイベントを示す、重要度が Information の
通知が送信されます。
■

Service group is being switched.

■

Service group is offline for the node from which the service group is switched.

■

Service group is online for the node to which the service group was switched.
This notification is sent after VCS completes the service group switch operation.

メモ: これらの通知を受け取るには、notifier に適切な重要度を設定する必要があります。
VCS 通知を受け取るには、最低重要度レベルは Information です。

通知の設定について
通知を設定するには、ClusterService グループで notifier マネージャ（NotifierMgr）エー
ジェントのリソースを作成します。
DNS エージェントについて詳しくは、『Symantec 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。
VCS には、次のように、通知を設定するための方法がいくつか用意されています。
■

main.cf ファイルを手動で編集する。

■

［Notifier ウィザード（Notifier Wizard）］を使う。
p.170 の 「Notifier ウィザードを使った VCS イベント通知の設定」 を参照してください。
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VCS イベントトリガ
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS イベントトリガについて

■

イベントトリガの使用

■

イベントトリガの一覧

VCS イベントトリガについて
トリガによって、クラスタ内の指定のイベントに対し、ユーザー定義のスクリプトを起動する
ことができます。
VCS は、イベントが有効で hatrigger スクリプトを起動するかどうかについて確認しま
す。このスクリプトは、次の場所に格納されています。
$VCS_HOME/bin/hatrigger
VCS は、イベントトリガの名前と、関連付けられているパラメータも渡します。たとえば、
サービスグループがあるシステムでオンラインになると、VCS は、次のコマンドを呼び出
します。
hatrigger -postonline system service_group

VCS は、トリガの処理が終了するまで待機しません。VCS は、トリガを呼び出し、その後、
通常の処理を続けます。
VCS は、次の場合を除き、イベントが発生したシステムでイベントトリガを呼び出します。
■

VCS は、RUNNING 状態で最も小さな番号が付けられているシステムで sysoffline
と nofailover の各イベントトリガを呼び出します。

■

VCS は、サービスグループが部分的または完全にオンラインであったすべてのシス
テムで violation イベントトリガを呼び出します。

第 14 章 VCS イベントトリガ
イベントトリガの使用

デフォルトでは、hatrigger スクリプトはデフォルトのパス $VCS_HOME/bin/triggers
からトリガスクリプトを呼び出します。トリガパスは TriggerPath 属性を使ってカスタマイズ
できます。
p.789 の 「リソース属性」 を参照してください。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。
クラスタ内のすべてのノードで同じパスが使われます。トリガパスは、すべてのクラスタノー
ドに存在する必要があります。各クラスタノードで、トリガスクリプトをトリガパスにインストー
ルする必要があります。

イベントトリガの使用
VCS では、イベントトリガごとに Perl スクリプトのサンプルが次の場所に用意されていま
す。
$VCS_HOME/bin/sample_triggers/VRTSvcs
ユーザーの必要に応じてスクリプトをカスタマイズします。つまり、独自の Perl スクリプトを
作成することができます。
イベントトリガを使用するには

1

サンプルスクリプトを使用して、ユーザー独自のトリガ用カスタムアクションを作成し
ます。

2

変更済みのトリガスクリプトを各ノードの次の場所に置きます。
$VCS_HOME/bin/triggers

3

トリガを有効化する他の属性を設定します。詳しくは、トリガの使用法に関する説明
を参照してください。

トリガを使用した複数アクションの実行
トリガを使用して複数のアクションを実行するには、次の形式で処理を指定します。
TNumService
例: T1clear_env、T2update_env、T5backup
VCS は Tnum の昇順にスクリプトを実行します。 これらのアクションは、トリガ名が名前
になっているディレクトリに入れる必要があります。 たとえば、postonline トリガの複数の
アクションを実行するには、postonline という名前のディレクトリにスクリプトを入れます。
メモ: あるスクリプトが別のスクリプトの機能に影響を与えないようにすることをお勧めしま
す。 script2 が script1 の出力を入力として取り込む場合、script2 は script1 の動作に
より発生する例外を処理できる必要があります。
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警告: $VCS_HOME/bin/sample_triggers/VRTSvcs ディレクトリまたは
$VCS_HOME/bin/internal_triggers のディレクトリにカスタマイズしたトリガスクリプトをイ
ンストールしないでください。 これらのディレクトリにカスタマイズしたトリガをインストール
すると、VCS のアップグレード時に問題が生じる可能性があります。

イベントトリガの一覧
以降の項では、各種のイベントトリガについて使用方法、パラメータ、トリガの置き場所な
どの情報を示します。

dumptunables トリガについて
次の表では、dumptunables イベントトリガについて説明します。
説明

dumptunables トリガは HAD が RUNNING 状態になると呼び出されます。 このトリ
ガは呼び出されると、継承した HAD 環境変数と他の環境変数を使ってイベントを処
理します。 to_log パラメータの値に応じて、トリガは環境変数を標準出力またはエン
ジンログにリダイレクトします。
このトリガは、HAD が hashadow によって再起動されたときは呼び出されません。
このイベントトリガは内部的なものであり、設定はできません。

使用法

- dumptunables triggertype system to_log
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）かを示し
ます。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system - トリガが呼び出されたシステムの名前を表します。
to_log - 出力をエンジンログ（to_log=1）または標準出力（to_log=0）のどちらにリダイ
レクトするかを表します。

globalcounter_not_updated トリガについて
次の表では、globalcounter_not_updated イベントトリガについて説明します。
説明

クラスタ内で NodeId が最も小さいシステムで、VCS は GlobalCounter の更新を定
期的にブロードキャストします。 ノードが CounterMissTolerance よりも長い期間ブ
ロードキャストを受信していない場合、CounterMissAction がトリガするように設定さ
れている場合に、ノードは globalcounter_not_updated トリガを呼び出します。 この
イベントは、下位クラスタ通信またはクラスタ相互接続に問題があることを示している
ため、重大なイベントと見なされます。 このトリガを使って、この重大なイベントを管理
者に通知します。
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使用法

-globalcounter_not_updated
triggertypesystem_nameglobal_counter
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）かを示し
ます。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system—GlobalCounter の更新を受信しなかったシステムを表します。
global_counter—GlobalCounter の値を表します。

injeopardy イベントトリガについて
次の表では、injeopardy イベントトリガについて説明します。
説明

システムが JEOPARDY 状態にある場合に呼び出されます。特に、このトリ
ガは、システムにハートビートリンクが 1 つしか残されておらず、そのリンクが
ネットワークリンク（LLT）である場合に呼び出されます。このイベントは、重要
と見なされます。なぜなら、システムが残りのネットワークリンクを失った場合、
VCS は、システムでシステム障害が発生したとしても、そのシステムでオン
ラインとなっていたサービスグループのフェールオーバーを行わないからで
す。 このトリガを使って、管理者にこの重要なイベントを通知します。すると、
管理者は、クラスタとのリンクが最低 2 つは確保されるように、システムに対
して適切な処理を行うことができます。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

使用法

-injeopardy triggertypesystemsystem_state
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
system_state は、State 属性値です。

loadwarning イベントトリガについて
次の表では、loadwarning イベントトリガについて説明します。
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説明

システムに負荷がかかりすぎると呼び出されます。システムのオンライング
ループの負荷が、システムの LoadWarningLevel 属性に指定された値を
超えたまま、LoadTimeThreshold 属性に指定された時間を経過すると、シ
ステムは過負荷の状態になります。
たとえば、Capacity が 150、LoadWarningLevel が 80、
LoadTimeThreshold が 300 であるとします。また、システム上のすべての
オンライングループに対する Load 属性の合計が 135 であるとします。
LoadWarningLevel は 80 なので、安全な負荷は 0.80*150=120 です。こ
れに対し、システムの負荷が 135 のまま 300 秒を経過すると、実際の負荷
は LoadWarningLevel が指定した 120 の限度を超えるため、このトリガが
呼び出されます。
このトリガを使って、管理者にこの重要なイベントを通知します。 すると、管
理者はサービスグループのいずれかを別のシステムに切り替えて、過負荷
になるシステムがないようにします。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

使用法

-loadwarning triggertypesystemavailable_capacity
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
availabe_capacity は、システムの AvailableCapacity 属性を表します
（AvailableCapacity = Capacity - システムのオンライングループに対する
Load 合計）。

multinicb イベントトリガについて
次の表では、multinicb イベントトリガについて説明します。
説明

MultiNICB リソースとして設定されたネットワークデバイスの状態が変化する
と呼び出されます。また、トリガは 1 番目の監視サイクル内でも必ず呼び出
されます。
VCS では参考用にトリガスクリプトのサンプルが提供されています。ユーザー
は要件に従ってこのサンプルスクリプトをカスタマイズできます。
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書式

-multinicb_postchange triggertype resource-name
device-name previous-state current-state
monitor_heartbeat
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
resource-name は、このトリガを呼び出した MultiNICB リソースです。
device-name は、トリガ呼び出しの対象となるネットワークインターフェース
デバイスです。
previous-state は、変化前のデバイスの状態です。値 1 はデバイスが起動
されていることを示し、0 は停止していることを示します。
current-state は、変化後のデバイスの状態です。
monitor-heartbeat は、監視サイクルごとにカウントアップされるカウント数
（整数）です。値 0 は、monitor ルーチンが初めて呼び出されたことを示しま
す。

nofailover イベントトリガについて
次の表に、nofailover イベントトリガについての説明を示します。
説明

サービスグループをフェールオーバーできない場合に、RUNNING 状態で
最も小さな NodeID を付けられたシステムで呼び出されます。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

使用法

-nofailover triggertype system service_group
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、サービスグループのフェールオーバーを試みた最後のシステ
ムの名前です。
service_group は、サービスグループの名前です。

postoffline イベントトリガについて
次の表では、postoffline イベントトリガについて説明します。
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説明

このイベントトリガは、サービスグループが部分的または完全なオンライン状
態からオフライン状態になったシステムで呼び出されます。 このトリガは、
サービスグループに障害が発生したり、手動でオフラインにされると呼び出
されます。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

使用法

-postoffline triggertype system service_group
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
service_group は、オフラインになったサービスグループの名前です。

postonline イベントトリガについて
次の表では、postonline イベントトリガについて説明します。
説明

このイベントトリガは、サービスグループがオフライン状態からオンライン状態
になった場合に、そのシステムで呼び出します。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

使用法

-postonline triggertype system service_group
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
service_group は、オンラインになったサービスグループの名前です。

preonline イベントトリガについて
次の表に、preonline イベントトリガについての説明を示します。
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説明

hagrp -online コマンドまたは障害に応じてサービスグループをオンラ
インにする前に、HAD がユーザー定義のスクリプトを呼び出す必要がある
場合に、このトリガを使います。
このトリガが設定されていない場合、VCS は通常どおりサービスグループを
オンラインにします。 スクリプトが終了コードなしの 0 を返した場合、VCS は
hagrp -online -nopre コマンドに必要に応じて -checkpartial
オプションを指定して実行します。
通常操作で、サービスグループをオンラインにする場合には、このトリガを設
定しないでください。このイベントトリガの設定を変更できます。

使用法

-preonline triggertype system service_group
whyonlining [system_where_group_faulted]
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
service_group は、hagrp コマンドが実行された、または障害が発生した
サービスグループの名前です。
whyonlining は、次の 3 つの値になります。
FAULT: サービスグループが、グループのフェールオーバーに応じてオン
ラインになったことを示します。
MANUAL: サービスグループが、変数 system に定義されたシステムで手
動によりオンラインになったか、切り替えられたことを示します。
SYSFAULT: システムの障害に応じてグループがオンラインになったことを
示します。
system_where_group_faulted は、サービスグループに障害が発生したか
グループを切り替えたシステムの名前です。この変数はオプションで、フェー
ルオーバーまたは切り替え時にエンジンがトリガを呼び出すときに設定され
ます。

トリガを有効にする
には

サービスグループの PreOnline 属性を 1 に設定します。

トリガを無効にする
には

サービスグループの PreOnline 属性を 0 に設定します。

クラスタ内にある各ノードの動作を制御するために、属性に対してローカル
の (システムごとの) 値を設定することもできます。

クラスタ内にある各ノードの動作を制御するために、属性に対してローカル
の (システムごとの) 値を設定することもできます。

resadminwait イベントトリガについて
次の表に、resadminwait イベントトリガについての説明を示します。
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説明

リソースが ADMIN_WAIT 状態になると呼び出されます。
VCS はリソースを ADMIN_WAIT 状態に設定すると、リソースがこの状態に
なった理由に応じて、resadminwait トリガを呼び出します。
p.447 の 「ADMIN_WAIT 状態のリソースのクリア」 を参照してください。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

使用法

-resadminwait system resource adminwait_reason
system は、システムの名前です。
resource は、障害のあるリソースの名前です。
adminwait_reason は、リソースが ADMIN_WAIT 状態になった理由です。
値は 0 から 5 の間となります。
0 = offline 機能が、想定された時間内に完了しませんでした。
1 = offline 機能が無効でした。
2 = online 機能が、想定された時間内に完了しませんでした。
3 = online 機能が無効でした。
4 = リソースが予期せずにオフライン化されました。
5 = Monitor 機能が繰り返し失敗し、想定された時間内に完了しませんでし
た。

resfault イベントトリガについて
次の表に、resfault イベントトリガについての説明を示します。
説明

リソースに障害が発生したシステムで呼び出されます。リソースに障害が発
生すると、障害となったリソースに依存している、すべての親リソースもオフラ
インとなります。
このイベントトリガの設定を変更できます。
このトリガを設定するには、次の属性を定義する必要があります。
TriggerResFault: リソース障害が発生した場合にトリガを呼び出す 1 をこの
属性に設定します。

542

第 14 章 VCS イベントトリガ
イベントトリガの一覧

使用法

-resfault triggertype system resource previous_state
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
resource は、障害のあるリソースの名前です。
previous_state は、リソースの前の状態です。

トリガを有効にする
には

リソース障害が発生した場合にトリガを呼び出すには、TriggerResFault 属
性を 1 に設定します。

resnotoff イベントトリガについて
次の表では、resnotoff イベントトリガについて説明します。
説明

サービスグループのリソースに対して、offline 命令を発行してもリソースがオ
フラインにならない場合に、そのシステムで呼び出されます。
このイベントトリガの設定を変更できます。
このトリガを設定するには、次の属性を定義する必要があります。
Resource Name このトリガを呼び出すため、スクリプト内の次の行に入力
するリソースの名前を定義します。@resources =（"resource1",
"resource2"）;
この属性に定義したリソースのいずれかがオフラインにならない場合、その
リソース名とシステム名をスクリプトの引数にして、このトリガが呼び出されま
す。

書式

-resnotoff triggertype system resource
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、オフラインにならないリソースが存在するシステムです。
resource は、リソースの名前です。

resrestart イベントトリガについて
次の表に、resrestart イベントトリガについての説明を示します。
説明

リソースに障害が発生し、RestartLimit が 0 を超えたため、エージェントによってリソー
スが再起動されるときにこのトリガが呼び出されます。
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使用法

-resrestart triggertypesystemresource
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）かを示し
ます。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
resource は、リソースの名前です。

トリガを有
効にする
には

このイベントトリガは、デフォルトでは無効になっています。 resrestart イベントトリガを
有効にするには、main.cf ファイルで TriggerResRestart 属性を 1 に設定するか、
次のコマンドを実行する必要があります。
hagrp -modify service_group TriggerResRestart 1
ただし、属性はリソースレベルで設定可能です。 特定のリソースに対して resrestart
を有効にするには、main.cf ファイルで TriggerResRestart 属性を 1 に設定するか、
または次のコマンドを実行します。
hares -modify resource TriggerResRestart 1

resstatechange イベントトリガについて
次の表に、resstatechange イベントトリガについての説明を示します。
説明

このトリガは、次の状況下で呼び出されます。
リソースが OFFLINE から ONLINE になった場合。
リソースが ONLINE から OFFLINE になった場合。
リソースが ONLINE から FAULTED になった場合。
リソースが FAULTED から OFFLINE になった場合 （非永続的なリソースで
障害がクリアされた場合）。
リソースが FAULTED から ONLINE になった場合 （障害の発生していた永
続的なリソースがオンラインになった場合、または障害の発生していた非永
続なリソースが VCS の制御外でオンライン化された場合）。
リソースに障害が発生したが RestartLimit が 0 より大きいため、リソースが
エージェントによって再起動された場合。

警告: その後のリリースでは、resstatechange を使用してリソースの再起動
を示すことはできません。 その代わりに resrestart を使用します。 p.543 の
「resrestart イベントトリガについて」 を参照してください。
このイベントトリガの設定を変更できます。
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使用法

-resstatechange
triggertypesystemresourceprevious_statenew_state
triggertype は、カスタムトリガ（triggertype=0）か内部トリガ（triggertype=1）
かを示します。
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システムの名前です。
resource は、リソースの名前です。
previous_state は、リソースの前の状態です。
new_state は、リソースの新しい状態です。

トリガを有効にする
には

このイベントトリガは、デフォルトでは無効になっています。ResStateChange
イベントトリガを有効にするには、main.cf ファイルで
TriggerResStateChange 属性を 1 に設定するか、次のコマンドを実行す
る必要があります。
hagrp -modify service_group TriggerResStateChange 1
resstatechange トリガは慎重に使ってください。 たとえば、このトリガを 100
のリソースを持つサービスグループに対して有効にすると、そのサービスグ
ループがオンラインまたはオフラインになるたびに、100 の hatrigger プロセ
スと 100 の resstatechange プロセスが呼び出されます。 また、これは、
VCS を待機させるトリガではありません。 具体的には、VCS はこのトリガを
呼び出しても、トリガの処理の完了を待たずに通常のオペレーションに戻り
ます。
ただし、属性はリソースレベルで設定可能です。 特定のリソースに対して
resstatechange を有効にするには、main.cf ファイルで
TriggerResStateChange 属性を 1 に設定するか、または次のコマンドを実
行します。
hares -modify resource TriggerResStateChange 1

sysoffline イベントトリガについて
次の表では、sysoffline イベントトリガについて説明します。
説明

システムがクラスタからオフラインになる場合に、RUNNING 状態で最も小さ
な NodeID を付けられたシステムで呼び出されます。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

545

第 14 章 VCS イベントトリガ
イベントトリガの一覧

使用法

-sysoffline system system_state
system は、システムの名前です。
system_state は、State 属性値です。
p.785 の 「システムの状態」 を参照してください。

sysup トリガについて
次の表では、sysup イベントトリガについて説明します。
説明

sysup トリガは、最初のノードがクラスタに結合されると呼び出されます。

使用法

-sysup triggertype system systemstate
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システム名を表します。
systemstate—システムの状態を表します。

sysjoin トリガについて
次の表では、sysjoin イベントトリガについて説明します。
説明

sysjoin トリガは、ピアノードがクラスタに結合されると呼び出されます。

使用法

-sysjoin triggertype system systemstate
このトリガの場合、triggertype=0 です。
system は、システム名を表します。
systemstate—システムの状態を表します。

unable_to_restart_agent イベントトリガについて
次の表では、unable_to_restart_agent イベントトリガについて説明します。
説明

このトリガは、1 時間以内にあらかじめ決められている回数以上にエージェ
ントで障害が発生すると呼び出されます。この状態になると、VCS はエー
ジェントの再起動の試行を中止します。VCS は、エージェントの障害が発生
したノードにこのトリガを呼び出します。
このトリガを使って、エージェントに障害が発生したことと、VCS がエージェ
ントを再起動できないことを管理者に通知することができます。通知を受け
た管理者は、修正アクションをとることができます。
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書式

-unable_to_restart_agent system resource_type
system は、システムの名前です。
resource_type は、エージェントに関連付けられたリソースタイプです。

トリガを無効にする
には

トリガに関連付けられたファイルを、$VCS_HOME/bin/triggers ディレクトリ
から削除します。

unable_to_restart_had イベントトリガについて
次の表では、unable_to_restart_had イベントトリガについて説明します。
説明

このイベントトリガは、hashadow がシステム上で HAD を再開できない場合
に、hashadow によって呼び出されます。HAD の再開を 6 回試みた後で
失敗すると、hashadow はそのシステムでトリガを呼び出します。
デフォルトでは、このトリガは、システムを再ブートします。ただし、対象のシ
ステムで以前に実行していたサービスグループは、hashadow が HAD の
再起動に失敗すると、自動無効化状態になります。これらのサービスグルー
プをクラスタ内のいずれかのシステムでオンラインにするには、まず、当該の
システムで自動無効化状態を解消しておく必要があります。それには、VCS
が動作しているクラスタ内のいずれかのノードから、次のコマンドがリモート
実行されるように、unable_to_restart_had トリガをカスタマイズします。
hagrp -autoenable service_group -sys system
たとえば、group1 と group2 がオンラインとなっているシステム system1
で、hashadow が HAD の再ブートに失敗した場合、上記の方法でカスタマ
イズされたトリガは、system1 で group1 と group2 を自動無効化状態を解
消してからこのシステムを再起動します。 system1 で group1 と group2 を
自動無効化状態を解消しておくと、トリガが system1 を再ブートしたときに、
この 2 つのサービスグループを別のシステムでオンラインにすることができ
ます。
このイベントトリガはデフォルトでは設定されていません。

書式

-unable_to_restart_had
このトリガには、引数はありません。

violation イベントトリガについて
次の表では、violation イベントトリガについて説明します。
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説明

このトリガは、同時性違反が発生したシステムでのみ呼び出されます。具体
的には、トリガが呼び出されたシステムで、サービスグループがオフラインに
なります。このトリガは、フェールオーバーグループにのみ適用されます。デ
フォルトのトリガでは、同時性違反が発生したシステムでサービスグループ
をオフラインにします。
このイベントトリガは内部的なものであり、設定はできません。

使用法

-violation system service_group
system は、システムの名前です。
service_group は、完全または部分的にオンラインになったサービスグルー
プの名前です。
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Virtual Business Services
この章では以下の項目について説明しています。
■

Virtual Business Service について

■

Virtual Business Services の機能

■

Virtual Business Service の設定例

■

VCS レベルの依存関係と VBS レベルの依存関係の選択について

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

Virtual Business Services の機能
次の VBS 操作がサポートされています。
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■

Veritas Operations Manager コンソールからの Virtual Business Services の開始:
Virtual Business Services の開始時に関連付けられているサービスグループがオ
ンライン化されます。

■

Veritas Operations Manager コンソールからの Virtual Business Services の停止:
Virtual Business Services が停止するとその関連付けられているサービスグループ
がオフライン化されます。

■

Symantec ApplicationHA で管理下にあるアプリケーションは Virtual Business
Service の一部にすることができます。Symantec ApplicationHA により仮想マシン
内のアプリケーションの開始、停止および監視が有効になります。アプリケーションが
VMware 仮想マシンでホストされると、それらの仮想マシンに対する vCenter が
Veritas Operations Manager で設定されている場合は、Virtual Business Service
の開始または停止時に仮想マシンが自動的に開始または停止するように設定するこ
とができます。

■

Virtual Business Service 内のサービスグループ間の依存関係の定義: 依存関係に
よりサービスグループがオンライン化され、オフライン化される順序が定義されます。
サービスグループの依存関係の正しい順序を設定することは、ビジネス継続と高可用
性の達成のために重要です。下層の高可用性イベントに対する層の反応を制御する
依存関係のタイプを定義することができます。設定されている反応は、事前定義済み
のポリシーまたはカスタムスクリプトの実行である可能性があります。

■

Veritas Operations Manager または Virtual Business Service に加わるクラスタか
らの Virtual Business Service の管理。

■

災害発生時に Virtual Business Service 全体をリモートサイトにリカバリすること。

Virtual Business Service の設定例
このセクションでは、マルチティアアプリケーションから構成される Virtual Business Service
の設定例を示します。図 15-1 は、3 種類のオペレーティングシステムと 3 種類のクラス
タで動作するコンポーネントに依存している財務アプリケーションを示しています。
■

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

■

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

■

Windows や Linux の仮想マシンで実行される Apache や IIS などの Web アプリ
ケーションは Web 階層を形成します。この階層は ApplicationHA ノードで構成され
ます。
各階層には、独自の高可用性機構があります。たとえば、データベースやミドルウェ
アアプリケーションには Symantec Cluster Server、Web サーバーには Symantec
ApplicationHA を使うことができます。
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図 15-1

Virtual Business Service の設定例

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

VCS レベルの依存関係と VBS レベルの依存関係の選
択について
通常、VBS では複数のクラスタにサービスグループがありますが、単一クラスタの 2 つ以
上のサービスグループを指定の VBS に関与させることもできます。 この場合、このような
クラスタ内サービスグループ間で、VCS 依存関係または VBS 依存関係のいずれかを設
定するように選択できます。 この場合は、VCS 依存関係を使用することをお勧めします。
ただし、障害ポリシーのタイプの要件に基づいて、適切に選択できます。 VBS 障害ポリ
シーについて詳しくは、『Virtual Business Service–Availability User’s Guide』を参照
してください。
p.496 の 「サービスグループの依存関係の設定」 を参照してください。
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Symantec High Availability
設定ウィザードの説明
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec High Availability 設定ウィザードについて

■

Symantec High Availability 設定ウィザードの起動

■

物理環境における標準的な VCS クラスタ構成

Symantec High Availability 設定ウィザードについて
Symantec High Availability 設定ウィザードで、アクティブ/パッシブストレージを使うアプ
リケーションを設定できます。アクティブ/パッシブストレージは一度に 1 つのノードにのみ
アクセスできます。 アプリケーションの可用性を設定するほかに、ウィザードでアプリケー
ション監視を正常に設定するために必要な他のコンポーネント（例: ネットワーク、ストレー
ジ）も設定します。
監視用アプリケーションを設定する前に、クラスタを設定する必要があります。VCS クラス
タ設定ウィザードを使ってクラスタを設定できます。クラスタを設定する手順については
『VCS インストールガイド』を参照してください。
Symantec High Availability 設定ウィザードを使って表 16-1 に一覧表示されているア
プリケーションを設定できます。
表 16-1

サポート対象のアプリケーション

アプリケーション

プラットフォーム/仮想化技術

汎用アプリケーション

■

AIX

■

Linux

■

Solaris
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アプリケーション

プラットフォーム/仮想化技術

Oracle

Linux での VMware

SAP WebAS

Linux での VMware

WebSphere MQ

Linux での VMware

p.555 の 「Symantec High Availability 設定ウィザードの起動」 を参照してください。
特定のアプリケーションを設定する手順については、アプリケーション固有のエージェン
トガイドを参照してください。

Symantec High Availability 設定ウィザードの起動
Linux 物理的環境、VMware 仮想環境、論理ドメイン、LPAR では、次のクライアントや
ブラウザウィンドウを使って Symantec High Availability 設定ウィザードを起動できます。
■

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

■

ブラウザウィンドウ: 「ブラウザウィンドウからウィザードを起動するには」

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

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

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

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

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

1

VOM 管理サーバーコンソールにログインします。

2

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

3

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

4

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

5

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

6

システムで右クリックし、［アプリケーションの設定（Configure Application）］をクリッ
クします。
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ブラウザウィンドウからウィザードを起動するには

1

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

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

2

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

3

設定に応じて、次のいずれかのオプションを使ってウィザードを起動します。
■

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

■

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

■

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

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

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

次の表は、happwizard ユーティリティのオプションの説明です。
表 16-2
–hostname

happwizard ユーティリティのオプション
Symantec High Availability 設定ウィザードを起動するシステムのホスト
名または IP アドレスを指定できます。 ホスト名または IP アドレスを指定
しないと、Symantec High Availability 設定ウィザードはローカルホスト
で起動されます。
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-browser

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

メモ: 値の大文字と小文字は区別されません。
コマンドの使用方法を表示します。

-help

VMware vSphere クライアントからウィザードを起動するには

1

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

2

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

3

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

4

設定に応じて、次のいずれかのオプションを使ってウィザードを起動します。
■

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

■

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

■

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

物理環境における標準的な VCS クラスタ構成
物理環境における標準的な VCS クラスタ構成には 2 つ以上の物理マシンが関係しま
す。
アプリケーションバイナリはローカルストレージまたは共有ストレージにインストールし、
データファイルは共有ストレージにインストールします。VCS エージェントは、アプリケー
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ションコンポーネントとサービス、アプリケーションが使うストレージとネットワークのコンポー
ネントを監視します。
図 16-1

物理環境における標準的な汎用アプリケーションクラスタ構成

障害の間、VCS ストレージエージェントは新しいシステムにストレージをフェールオーバー
します。VCS ネットワークエージェントがネットワークコンポーネントをオンラインにした後、
アプリケーション固有のエージェントが新しいシステムでアプリケーションサービスを開始
します。
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ビューからのアプリケーショ
ン監視の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

［Symantec High Availability］ビューからのアプリケーション監視の管理

■

アプリケーション監視設定の管理

［Symantec High Availability］ビューからのアプリケー
ション監視の管理
［Symantec High Availability］ビューは、Symantec Cluster Server（VCS）でアプリケー
ションの可用性管理に使用できる Web ベースのグラフィックユーザーインターフェース
です。
このインターフェースは Linux、Solaris および AIX オペレーティングシステムを実行する
物理および仮想システムをサポートします。このインターフェースは IBM PowerVM、
Oracle VM Server for SPARC、Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）、
Kernel-based Virtual Machine（KVM）、および VMware などの仮想環境をサポートし
ます。
また、インターネットブラウザから次の URL を使って［Symantec High Availability］ビュー
を起動できます。
https://SystemNameorIP:5634/vcs/admin/application_health.html?priv=ADMIN
SystemNameorIP は、そこからタブにアクセスする物理または仮想システムのシステム
名または IP アドレスです。
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VMware 仮想環境では、［Symantec High Availability］ビューを vSphere Client メニュー
（デスクトップバージョンと Web バージョンの両方）のタブとして埋め込むことができます。
VCS コマンド、オペレーティングシステム、または仮想化技術の特別なトレーニングを必
要とせずに、アプリケーションの起動、停止、フェールオーバーなどのタスクを実行できま
す。また簡単なウィザードベースの手順を使用して、このビューから VCS クラスタ設定お
よびアプリケーション（高可用性）設定などの高度なタスクを実行できます。
［Symantec High Availability］ビューを使って次のタスクを実行できます。
■

VCS クラスタを設定するには

■

VCS クラスタにシステムを追加するには

■

アプリケーション監視の設定と設定解除を行うには

■

VCS クラスタを設定解除するには

■

設定済みのアプリケーションを開始および終了するには

■

フェールオーバーシステムを追加および削除するには

■

保守モードを実行および終了するには

■

アプリケーションを切り替えるには

■

アプリケーション（コンポーネント）の状態を判断するには

■

エラー状態を消去するには

■

保留操作を解決するには

■

アプリケーション監視設定を変更するには

■

アプリケーションの依存関係を表示するには

■

コンポーネントの依存関係を表示するには

［Symantec High Availability］ビューについて
［Symantec High Availability］ビューは、Symantec Cluster Server（VCS）クラスタで動
作するアプリケーションの統合された健全性情報を表示します。クラスタには 1 つ以上の
システムを含むことができます。
［Symantec High Availability］タブには、ローカルシステムだけでなく、VCS クラスタ全
体のアプリケーション情報が表示されます。
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メモ: ローカルシステムが VCS クラスタの一部でない場合、［Symantec High Availability］
ビューには次のリンクだけが表示されます: ［VCS クラスタの設定（Configure a VCS
cluster）］。
まだ、ローカルシステムがメンバーであるクラスタで監視用のアプリケーションを設定して
いない場合、［Symantec High Availability］ビューには次のリンクだけが表示されます:
［アプリケーションの高可用性設定（Configure an application for high availability）］。
［Symantec High Availability］ビューでは、アイコン、色分け、依存関係グラフ、ツール
のヒントを使用して、アプリケーションの詳しい状態をレポートします。
［Symantec High Availability］ビューは、アプリケーションの複数の相互依存のインスタ
ンスで複合アプリケーションを表示します。そのようなインスタンスはそのアプリケーション
のコンポーネントのグループ（サービスグループとも呼ばれる）を表します。各サービスグ
ループはアプリケーションの複数の重要なコンポーネント（リソース）を含んでいます。
次の図は、Oracle データベースの 1 つのインスタンスおよび 2 ノードの VCS クラスタの
高可用性用に設定された汎用アプリケーションの 1 つのインスタンスを示す［Symantec
High Availability］ビューを表示しています。

1. タイトルバー

2. 操作メニュー

3. 集計状態バー

4. アプリケーション依存関係グラフ
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5. アプリケーションテーブル

6. アプリケーション固有のタスクメニュー

7. の コンポーネントの依存関係グラフ

［Symantec High Availability］ビューには次の部分があります。
■

タイトルバー: VCS クラスタ、処置メニュー、更新アイコン、アラート アイコンの名前が
表示されます。［Symantec High Availability］ビューでシステムを表示できない場合
や状態データが表示される場合のみ、アラートアイコンが表示されることに注意してく
ださい。

■

操作メニュー: クラスタ全体にまたがる効果で実行できる操作のドロップダウンリストを
含みます。これらは次のものを含みます: クラスタの設定、アプリケーションの高可用
性設定、すべてのアプリケーションの設定解除、VCS クラスタの設定解除。

■

集計ステータスバー: クラスタで動作するアプリケーションの概要を表示します。これ
には、アプリケーションの合計数、オンライン、オフライン、部分、および障害状態にあ
るアプリケーションの数の内訳が含まれます。

■

アプリケーション依存関係グラフ: アプリケーションまたはアプリケーションインスタンス
が開始または停止する順序を示します。
別のアプリケーションが正常に開始できるようにアプリケーションを最初に開始する必
要がある場合、先に開始されるアプリケーションはグラフの下位レベルに表示されま
す。依存関係を示すために 2 つのアプリケーションを線で結びます。そのような依存
関係がない場合は、すべてのアプリケーションは単一の横線で表示されます。

■

アプリケーションテーブル: ローカルシステムに関連付けられている VCS クラスタで
設定されるすべてのアプリケーションのリストを表示します。
各アプリケーションは別々の行にリストされています。各行は、アプリケーションが監視
用に設定されるシステムを表示します。
各行のタイトルバーは、アプリケーションまたはアプリケーションインスタンス（サービス
グループ）を特定する次のエンティティを表示します。
■

アプリケーションの表示名(たとえば、給与アプリケーション)

■

アプリケーションのタイプ（カスタムなど）。

■

サービスグループ名

■

アプリケーション固有のタスクメニュー: アプリケーションテーブルの各アプリケーショ
ン固有の行に表示されます。このメニューには、より多くのタスクの開始、停止、スイッ
チおよびドロップダウンリストなどのアプリケーション固有のタスクが含まれます。［詳細
（More）］ドロップダウンリストには、［フェールオーバーシステムの追加（Add a failover
system）］や［フェールオーバーシステムの削除（Remove a failover system）］など
のタスクが含まれます。

■

コンポーネントの依存関係グラフ: アプリケーションコンポーネント（リソース）が関連ア
プリケーションやアプリケーションインスタンスを開始または停止する順序を示します。
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コンポーネントの依存関係グラフは、デフォルトではアプリケーションテーブルに表示
されません。アプリケーションのコンポーネントの依存関係グラフを表示するには、ア
プリケーションが動作しているシステムをクリックする必要があります。
右下隅のトラックパッドは、コンポーネントの依存関係グラフ内を移動するのに役立ち
ます。
コンポーネントの依存関係グラフを表示しない場合は、アプリケーション行の上の左
上隅の［閉じる（Close）］をクリックします。

設定済みのアプリケーションの状態を表示するには
アプリケーションの依存関係グラフで、状態を表示するアプリケーションをクリックします。
該当する行がすでに表示されていない場合は、アプリケーションテーブルは自動的に該
当する行にスクロールします。この行は該当アプリケーションのクラスタ内で設定された各
フェールオーバーシステムのアプリケーションの状態を表示します。
この行で任意のシステムをクリックすると、コンポーネントの依存関係グラフが表示されま
す。このグラフは記号、カラーコード、ツールのヒントを使用して、各アプリケーションコン
ポーネントの健全性を表示します。健全性の詳細を表示するには、システムまたはコン
ポーネントにマウスを合わせます。
選択されたシステムの各アプリケーションまたはアプリケーションコンポーネントの健全性
は次の状態で表示されます。
表 17-1

アプリケーションの状態

状態（State）

説明

Online

設定されたアプリケーションまたはアプリケーションコンポーネントがシス
テムで動作していることを示します。
アプリケーションが 1 つ以上の他のフェールオーバーシステムでオフライ
ンの場合、アプリケーション名の隣にアラートが表示されます。

Offline

設定されたアプリケーションまたはそのコンポーネントがシステムで動作し
ていないことを示します。

部分（Partial）

アプリケーションまたはそのコンポーネントがシステム上で開始中か、また
は VCS が設定済みのコンポーネントの 1 つ以上を開始できなかったこ
とを示します。
アプリケーションが 1 つ以上の他のフェールオーバーシステムでオフライ
ンの場合、アプリケーション名の隣にアラートが表示されます。

Faulted

設定済みのアプリケーションまたはそのコンポーネントが予期せず実行を
停止したことを示します。
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アプリケーション監視を設定または設定解除するには
Symantec Cluster Server（VCS）制御下のクラスタでアプリケーションの監視を設定また
は設定解除するには、［Symantec High Availability］ビューを使用します。
このビューで、次の設定タスクを実行するための特定のリンクが提供されます。
■

VCS クラスタを設定します。
ローカルシステムが VCS クラスタの一部でない場合、［Symantec High Availability］
ビューは［VCS クラスタの設定（Configure a VCS cluster）］を除いて空白表示にな
ります。
アプリケーション監視を設定する前に［VCS クラスタの設定（Configure a VCS
cluster）］リンクをクリックして、VCS クラスタ設定ウィザードを起動する必要がありま
す。このウィザードでローカルシステムがデフォルトでクラスタシステムになっている
VCS クラスタを設定できます。

■

VCS クラスタの最初のアプリケーションの監視を設定します。
クラスタでアプリケーションの監視を設定しなかった場合、［Symantec High
Availability］ビューは［アプリケーションの高可用性設定（Configure an application
for high availability）］を除いて空白表示になります。
Symantec High Availability 設定ウィザードを起動するリンクをクリックします。ウィザー
ドを使ってアプリケーション監視を設定します。
また、Symantec High Availability 設定ウィザードがサポートされているアプリケーショ
ンで、詳しいウィザードベースの手順については、アプリケーション固有の VCS エー
ジェント設定ガイドを参照してください。カスタムアプリケーションの場合、『Symantec
Cluster Server 汎用アプリケーションエージェント設定ガイド』を参照してください。

■

VCS クラスタにシステムを追加します。
ローカルシステムがクラスタメンバーである VCS クラスタにシステムを追加するには、
［アクション（Actions）］、［VCS クラスタにシステムを追加（Add a System to VCS
Cluster）］をクリックします。システムをクラスタに追加しても、システムが自動的に設
定されたアプリケーションのフェールオーバーシステムとして追加されることはありませ
ん。システムをフェールオーバーシステムとして追加するには、以下を参照してくださ
い（「フェールオーバーのシステムを追加または削除するには」への相互参照を追
加）。

■

アプリケーションを設定するか、または既存のアプリケーションの監視設定にアプリ
ケーションを追加します。
Symantec High Availability Application Monitoring 設定ウィザードを起動するに
は、［アクション（Actions）］、［アプリケーションの高可用性設定（Configure an
application for high availability）］をクリックします。ウィザードを使ってアプリケーショ
ン監視を設定します。

■

アプリケーションの監視設定を解除する:
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VCS からアプリケーション監視設定を削除するには、アプリケーションテーブルの該
当する行で ［詳細（More）］、［アプリケーション監視設定の解除（Unconfigure
Application Monitoring）］をクリックします。
この手順では、システムまたはクラスタから VCS は削除されません。アプリケーション
の監視設定が削除されるだけです。
また、アプリケーションの監視を設定解除するために、すべてのアプリケーションの監
視を設定解除する、または VCS クラスタを設定解除するのいずれかの手順を実行
することもできます。
■

すべてのアプリケーションの監視を設定解除する:
［アクション（Actions）］、［すべてのアプリケーションの設定解除（Unconfigure all
applications）］をクリックします。この手順により、クラスタで設定されているすべての
アプリケーション監視設定が削除されます。

■

VCS クラスタを設定解除する:
［アクション（Actions）］、［VCS クラスタの設定解除（Unconfigure VCS cluster）］を
クリックします。この手順により VCS クラスタが停止され、VCS クラスタの設定が削除
され、アプリケーション監視が設定解除されます。

アプリケーションを開始または停止するには
設定済みのアプリケーションと関連コンポーネントまたはコンポーネントグループ（アプリ
ケーションインスタンス）の状態を制御するには、［Symantec High Availability］ビューに
ある次のオプションを使います。
以下の場合、［開始（Start）］および［停止（Stop）］リンクがグレー表示になります。
■

監視用に関連コンポーネントまたはコンポーネントグループ（リソースまたはサービス
グループ）を設定していない場合

■

アプリケーションがメンテナンスモードの場合

■

アプリケーションが必要に応じてすでに開始または停止されていないシステムがクラ
スタに存在しない場合
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アプリケーションを開始するには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で、［開始（Start）］をクリックします。

2

アプリケーション（サービスグループ）がフェールオーバータイプの場合、［アプリケー
ションの開始（Start Application）］パネルで、［任意のシステム（Any system）］をク
リックします。VCS ではアプリケーションを開始する箇所を判定するために事前定義
済みのポリシーを使います。
アプリケーション（サービスグループ）が並列タイプの場合、［アプリケーションの開始
（Start Application）］パネルで、［すべてのシステム（All systems）］をクリックします。
VCS はサービスグループが設定されているすべての必要なシステムでアプリケー
ションを開始します。
メモ: サービスグループの種類に基づいて、［任意のシステム（Any system）］または
［すべてのシステム（All Systems）］リンクが自動的に表示されます。
ポリシー、並列およびフェールオーバーのサービスグループについて詳しくは、
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
アプリケーションを開始するシステムを指定する場合は、［ユーザー選択システム
（User selected system）］をクリックし、次に該当するシステムをクリックします。

3

開始するアプリケーションで他のアプリケーションまたはコンポーネントグループ（サー
ビスグループ）を特定の順序で開始する必要がある場合は、［依存コンポーネントを
順番に開始する（Start the dependent components in order）］チェックボックスを
オンにして、次に［OK］をオンにします。
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アプリケーションを停止するには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で、［停止（Stop）］をクリックします。

2

アプリケーション（サービスグループ）がフェールオーバータイプの場合、［アプリケー
ションの停止（Stop Application）］パネルで、［任意のシステム（Any system）］をク
リックします。VCS はアプリケーションを停止するために適切なシステムを選択しま
す。
アプリケーション（サービスグループ）が並列タイプの場合、［アプリケーションの停止
（Stop Application）］パネルで、［すべてのシステム（All systems）］をクリックします。
VCS はすべての設定されたシステムのアプリケーションを停止します。
メモ: サービスグループの種類に基づいて、［任意のシステム（Any system）］または
［すべてのシステム（All Systems）］リンクが自動的に表示されます。
並列およびフェールオーバーのサービスグループについて詳しくは、『Symantec
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
アプリケーションを停止するシステムを指定する場合は、［ユーザー選択システム
（User selected system）］をクリックし、次に該当するシステムをクリックします。

3

停止するアプリケーションで他のアプリケーションまたはコンポーネントグループ（サー
ビスグループ）を特定の順序で停止する必要がある場合は、［依存コンポーネントを
順番に停止する（Stop the dependent components in order）］のチェックボックス
をオンにして、次に［OK］をオンにします。

アプリケーション監視を一時停止または再開するには
アプリケーション監視を設定した後、これらのアプリケーションで定期的な保守タスクを実
行する場合があります。これらのタスクはアプリケーションの停止に関与する場合と関与し
ない場合がありますが、アプリケーションとその依存コンポーネントの状態に一時的な影
響を与える可能性があります。アプリケーションの状態に何らかの変更が加えられた場
合、Veritas Cluster Server（VCS）はアプリケーション状態の復元を試みます。これは、
これらのアプリケーションで実行しようとしている保守タスクに影響を及ぼす可能性があり
ます。
［保守モードの開始（Enter Maintenance Mode）］リンクはアプリケーションがすでに保守
モードの場合は自動的にグレー表示になります。反対にアプリケーションが保守モードで
ない場合、［保守モードの終了（Exit Maintenance Mode）］リンクがグレー表示になりま
す。
［Symantec High Availability］タブで、次のオプションを選択できます。
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保守モードを開始するには

1

該当する行で、［詳細（More）］、［保守モードの開始（Enter Maintenance Mode）］
をクリックします。
監視が一時停止されている間、シマンテック社の高可用性ソリューションはアプリケー
ションとそれに依存するコンポーネントの状態を監視しません。［Symantec High
Availabilit］ビューにはアプリケーションの現在の状態は表示されません。アプリケー
ションまたはそのコンポーネントにエラーがある場合、VCS は処理を実行しません。

2

保守モードの間に仮想マシンが再起動し、アプリケーション監視を保守モードのま
まにする場合は、［保守モードの開始（Enter Maintenance Mode）］パネルで［再
ブート後もアプリケーションの使用を一時停止する（Suspend the application
availability even after reboot）］チェックボックスをオンにし、［OK］クリックして、保
守モードを開始します。

保守モードを終了するには

1

該当する行で、［詳細（More）］、［保守モードの終了（Exit Maintenance Mode）］を
クリックし、［OK］をクリックして、保守モードを終了します。

2

アプリケーションが保守モードでなくなっていることを確認するには、［Symantec
High Availabilit］ビューの右上隅の更新アイコンをクリックします。

アプリケーションを別のシステムに切り替えるには
1 つのシステムでアプリケーションを安全に停止し、そのアプリケーションを同じクラスタの
別のシステムで開始する場合は、切り替えリンクを使用します。動作していないシステム
にのみ、アプリケーションを切り替えることができます。
以下の場合、切り替えリンクがグレー表示であること注意してください。
■

監視するアプリケーションコンポーネントを設定していない場合

■

選択されたアプリケーションにフェールオーバーシステムを指定していない場合

■

アプリケーションがメンテナンスモードの場合

■

アプリケーションを切り替えることができるクラスタにシステムが存在しない場合

■

クラスタ内の 1 つのシステム上でもアプリケーションがオンラインまたは部分（partial）
状態でない場合
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アプリケーションを切り替えるには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で、［開始（Start）］をクリックします。

2

VCS でポリシーに基づいてアプリケーションを切り替えるシステムを決める場合、［ア
プリケーションの切り替え（Switch Application）］パネルで ［任意のシステム（Any
system）］をクリックし、［OK］をクリックします。
ポリシーについて詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。
アプリケーションを切り替えるシステムを指定する場合は、［ユーザー選択システム
（User selected system）］をクリックし、次に該当するシステムをクリックして、［OK］
をクリックします。
VCS は、アプリケーションが動作しているシステム上のアプリケーションを停止し、指
定したシステムでそのアプリケーションを開始します。

フェールオーバーシステムを追加または削除するには
アプリケーションテーブルの各行は VCS クラスタの一部であるシステムのアプリケーショ
ンの状態を表示します。表示された system/s は、高可用性方式としてアプリケーション
再起動を設定したシングルシステム Symantec Cluster Server（VCS）クラスタ、または
アプリケーションフェールオーバーを設定したマルチシステム VCS クラスタを形成しま
す。表示されたクラスタでは、設定されたアプリケーションのフェールオーバーシステムと
して新しいシステムを追加できます。
システムは、次の条件を満たしている必要があります。
■

システムは他のどの VCS クラスタの一部でもない。

■

システムに 2 つ以上のネットワークアダプタがある。

■

必要なポートがファイアウォールによって遮断されていない。

■

アプリケーションは提案された新しいシステムを含むすべてのシステムで同一にイン
ストールされている。

フェールオーバーシステムを追加するには、次の手順を実行します。
メモ: 次の手順では、フェールオーバーシステムを追加するための汎用の手順を説明し
ています。ウィザードは一部のフィールドに初期設定されたシステムの値を自動的にポ
ピュレートします。これらの値は編集できません。
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フェールオーバーシステムを追加するには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で［詳細（More）］、［フェールオーバーシス
テムの追加（Add Failover System）］をクリックします。

2

Symantec High Availability 設定ウィザードの［ようこそ（Welcome）］ページの手順
を確認し、［次へ（Next）］をクリックします。

3

クラスタシステムリストからアプリケーションフェールオーバーターゲットリストにシステ
ムを追加する場合は、［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルで、クラスタシス
テムリストのシステムを選択します。編集アイコンを使用して、システムで管理者レベ
ルのユーザーアカウントを指定します。クラスタシステムリストからアプリケーション
フェールオーバーターゲットリストに必要なシステムを移動できます。上下の矢印キー
を VCS エージェントがアプリケーションをフェールオーバーする必要があるシステ
ムの順序を設定します。
既存のクラスタノードではないフェールオーバーシステムを指定する場合は、［設定
の入力（Configuration Inputs）］パネルで、［システムの追加（Add System）］をクリッ
クし、［システムの追加（Add System）］ダイアログボックスで次の詳細を指定します。
システム名または IP アドレ VCS クラスタに追加するシステムの名前または IP アドレスを指
ス（System Name or IP
定します。
address）
ユーザー名

システムで管理者権限を持つユーザー名を指定します。
追加するすべてのシステムで同じユーザーアカウントを指定す
る場合は、［指定したユーザーアカウントをすべてのシステムで
使う（Use the specified user account on all systems）］ボック
スをオンにします。

パスワード

指定したアカウントのパスワードを指定します。

指定したユーザーアカウン 指定したユーザー資格情報をすべてのクラスタシステムで使う
トをすべてのシステムで使う には、このチェックボックスをオンにします。
（Use the specified user
account on all systems）

ウィザードが詳細を検証し、システムが［アプリケーションフェールオーバーターゲッ
ト（Application failover target）］リストに表示されます。

4

既存の VCS クラスタからフェールオーバーシステムを追加している場合、［ネット
ワークの詳細（Network Details）］パネルは表示されません。
既存のクラスタに新しいフェールオーバーのシステムを追加している場合、［ネット
ワークの詳細（Network Details）］パネルで既存のフェールオーバーシステムによっ
て使われるネットワークパラメータを確認します。新しいフェールオーバーのシステ
ムの次のパラメータを適切に修正します。
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メモ: ウィザードは自動的に既存のフェールオーバーシステムによって LLT（Low
Latency Transport）通信に使われるネットワークプロトコル（UDP またはイーサネッ
ト）をポピュレートします。これらの設定は変更できません。
■

イーサーネット上のリンクを設定するには、各ネットワーク通信リンクのアダプタを
選択します。各通信リンクに異なるネットワークアダプタを選択する必要がありま
す。

■

UDP 上のリンクを設定するには、各通信リンクで必要な詳細を指定します。
ネットワークアダプタ
（Network Adapter）

通信リンクのネットワークアダプタを選択します。
各通信リンクに異なるネットワークアダプタを選択する必要があり
ます。
ネットワークアダプタの 1 つはパブリックアダプタにしてり、このア
ダプタを使用する VCS クラスタ通信リンクは低い優先度に割り
当てることをお勧めします。

メモ: チーム化されたネットワークアダプタまたはチーム化された
NIC の一部である独立してリストされたアダプタを選択しないで
ください。
［IP Address］

指定した UDP ポート経由のクラスタ通信に使う IP アドレスを選
択します。

Port

各リンクに重複のないポート番号を指定します。 49152 から
65535 までの範囲のポートを使うことができます。
リンクに指定されたポートは、そのリンクのすべてのクラスタシステ
ムに使います。

サブネットマスク

5

指定された IP が属するサブネットマスクを表示します。

仮想 IP がアプリケーション監視設定の一部として設定されていない場合、［仮想ネッ
トワークの詳細（Virtual Network Details）］ページは表示されません。それ以外の
場合、［仮想ネットワークの詳細（Virtual Network Details）］パネルでフェールオー
バーシステムで使用する必要がある次のネットワークパラメータを確認し、NIC を指
定します。
仮想 IP アドレス

重複のない仮想 IP アドレスを指定します。

サブネットマスク

IP アドレスが属するサブネットマスクを指定します。

NIC

新しく追加された各システムで、指定された仮想 IP をホストする必
要があるネットワークアダプタを指定します。
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6

［設定の概略（Configuration Summary）］パネルで、VCS クラスタ設定の概略を確
認してから［次へ（Next）］をクリックして、設定を続行します。

7

［実装（Implementation）］パネルで、ウィザードにより VCS クラスタにシステムが追
加されます（まだ追加されていない場合）。次に、フェールオーバーターゲットのリス
トにシステムを追加します。ウィザードは各タスクの進行状況レポートが表示します。

8

■

ウィザードでエラーが表示されたら、［ログの表示（View Logs）］をクリックしてエ
ラーの説明を確認し、エラーをトラブルシューティングして、［Symantec High
Availability］ビューからウィザードを再実行します。

■

［次へ］をクリックします。

完了画面で、［完了（Finish）］をクリックします。これでフェールオーバーシステムを
追加する手順を完了します。アプリケーションテーブルの該当する行でシステムを表
示できます。

同様にアプリケーションフェールオーバーターゲットのリストからシステムを削除することも
できます。
メモ: アプリケーションがシステムでオンラインでまたは一部オンラインの場合、フェール
オーバーシステムを削除できません。
フェールオーバーのシステムを削除するには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で［詳細（More）］、［フェールオーバーシス
テムの削除（Remove Failover System）］をクリックします。

2

［フェールオーバーシステムの削除（Remove Failover System）］パネルで、監視
設定から削除するシステムをクリックし、［OK］をクリックします。

メモ: この手順では、システムはフェールオーバーターゲットシステムのリストから削除され
るだけで、VCS クラスタからは削除されません。クラスタからシステムを削除するには、
VCS コマンドを使用します。詳しくは、『VCS 管理者ガイド』を参照してください。

エラー状態を消去するには
システムのアプリケーションエラーを修復したら、さらにシステムでアプリケーションのエ
ラー状態を消去する必要があります。エラー状態を消去しない限り、VCS はそのシステ
ムでアプリケーションをフェールオーバーすることができません。
［Symantec High Availability］ビューを使用して、設定されたアプリケーションコンポーネ
ント（リソース）のレベルでこのエラー状態を消去することができます。
［エラーの消去（Clear Fault）］リンクは、クラスタにエラーの発生したシステムがない場合、
自動的にグレー表示になります。
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エラー状態を消去するには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で、［詳細（More）］、［エラー状態の消去
（Clear Fault state）］をクリックします。

2

［エラー状態の消去（Clear Fault state）］パネルで、コンポーネントのエラー状態を
消去するシステムをクリックし、［OK］をクリックします。

保留操作を解決するには
アプリケーションを開始または停止するときに、場合によっては、開始または停止操作が
途中で中断される場合があります。これは、VCS でアプリケーションコンポーネントの内
部状態が正しくないことが検出されたことが原因の場合があります。保留操作の解決リン
クでこの問題を解決することができます。このリンクをクリックすると、VCS 保留アプリケー
ションコンポーネントの内部状態を適切にリセットします。この処理により、元の開始また
は停止操作を再試行するか、別の操作を開始する素地が作られます。
保留操作を解決するには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で、［詳細（More）］、［保留操作の解決
（Resolve a held-up operation）］をクリックします。

2

［保留操作の解決（Resolve a held-up operation）］パネルで、保留操作を解決す
るシステムをクリックして、［OK］をクリックします。

アプリケーション状態を判断するには
［Symantec High Availability］ビューは、VCS クラスタで監視対象に設定されたすべて
のアプリケーションの統合された健全性情報を表示します。アプリケーション健全性の情
報は 60 秒ごとに自動的に更新されます。
自動更新を待たない場合は、次の手順を実行して瞬時にアプリケーションの状態を判断
できます。
アプリケーションの状態を判断するには

1

アプリケーションテーブルの該当する行で、［詳細（More）］、［アプリケーション状態
の判断（Determine Application State）］をクリックします。

2

［アプリケーション状態の判断（Determine Application State）］パネルで、システム
を選択し、［OK］をクリックします。
メモ: 複数のシステムを選択することもでき、［OK］をクリックします。
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監視設定をすべて削除するには
VCS クラスタのすべての既存のアプリケーション監視を中断するには、次の手順を実行
します。
■

［Symantec High Availability］ビューのタイトルバーで、［アクション（Actions）］、［す
べてのアプリケーションの設定解除（Unconfigure all applications）］をクリックします。
確認メッセージが表示されたら、［OK］をクリックします。

VCS クラスタ設定を削除するには
たとえば、新しいシステム、異なる LLT プロトコル、安全な通信モードを使って、異なる
VCS クラスタを作成する場合、既存の VCS クラスタ設定を削除することがあります。VCS
クラスタ設定を削除するには、次の手順を実行します。
メモ: 次の手順ですべてのクラスタ設定（ネットワークおよびストレージ設定を含む)および
アプリケーション監視設定が削除されます。
■

［Symantec High Availability］ビューのタイトルバーで、［アクション（Actions）］、［VCS
クラスタの設定解除（Unconfigure VCS cluster）］をクリックします。

■

［VCS クラスタの設定解除（Unconfigure VCS cluster）］パネルで、クラスタ名とクラ
スタ ID を確認し、クラスタ管理者のユーザー名とパスワードを指定して、［OK］をクリッ
クします。

アプリケーション監視設定の管理
［Symantec High Availability］タブを使うと、Symantec Cluster Server（VCS）によるア
プリケーション監視を制御する設定を定義して、変更することができます。アプリケーショ
ンごとに設定を定義できます。設定は、監視用アプリケーションが設定されている VCS
クラスタ内のすべてのシステムに適用されます。
次の設定が可能です。
■

App.StartStopTimeout
この設定は、操作開始後にアプリケーションが開始または停止するまで VCS が待機
しなければならない秒数を定義します。
［Symantec High Availability］タブの［アプリケーションの開始（Start Application）］
または［アプリケーションの停止（Stop Application）］リンクをクリックすると、VCS はア
プリケーションをそれぞれ開始または停止します。アプリケーションが規定時間内に
応答しない場合は、タブにエラーが表示されます。アプリケーションの応答が遅くて
も、アプリケーションやその依存関係にあるコンポーネントにエラーがあるとはかぎりま
せん。 作業負荷、システムパフォーマンス、ネットワーク帯域幅などのパラメータがア
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プリケーション応答に影響することがあります。 VCS は、タイムアウト期間が経過した
後もアプリケーションの応答を待機し続けます。
アプリケーションが開始または停止に失敗すると、VCS は設定された他の救済措置
に応じて必要な処理を実行します。
AppStartStopTimeout 値には 0 から 600 秒を設定できます。デフォルト値は 30 秒
です。
■

App.RestartAttempts:
この設定は、VCS が失敗したアプリケーションの再起動を試みなければならない回
数を定義します。指定回数内にアプリケーションが開始しない場合、VCS はアプリ
ケーションを設定されたフェールオーバーシステムにフェールオーバーします。
AppRestartAttempts 値には 1 から 6 を設定できます。デフォルト値は 1 です。

■

App.DisplayName:
この設定では、設定されたアプリケーションに使いやすい表示名を指定できます。た
とえば、Payroll アプリケーションなどです。VCS は同じアプリケーションを一意に識
別するために、内部で異なるサービスグループ名を使うことがあります。ただし、OraSG2
のようなサービスグループ名は直感的に理解できない可能性や、アプリケーションテー
ブルに移動するときに解析しにくい可能性があります。また、一度設定したサービス
グループ名は編集できません。それに対して、VCS では表示名を必要に応じて変更
できます。［Symantec High Availability］タブには、表示名と、設定されたアプリケー
ションに関連付けられたサービスグループ名が両方表示されます。

アプリケーション監視の設定を修正するには

1

vSphere Client を起動し、左側のインベントリペインで、アプリケーション監視を設
定した VCS クラスタに含まれる仮想マシンを選択します。

2

［Symantec High Availability］をクリックして、［Symantec High Availability］タブを
表示します。

3

アプリケーションテーブルの該当する行で、［詳細（More）］ > ［設定の変更（Modify
Settings）］をクリックします。

4

［設定の変更（Modify Settings）］パネルで、変更する設定をクリックしてハイライトし
ます。

5

［値（Value）］カラムで適切な値を入力し、［OK］をクリックします。
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6
ディザスタリカバリ用のクラス
タ設定

■

第18章 クラスタの相互接続 - グローバルクラスタの作成

■

第19章 Cluster Manager（Java コンソール）によるグローバルクラスタの管理

■

第20章 コマンドラインによるグローバルクラスタの管理

■

第21章 RDC（Replicated Data Cluster）の設定

■

第22章 キャンパスクラスタの設定

18
クラスタの相互接続 - グロー
バルクラスタの作成
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS グローバルクラスタの動作

■

VCS グローバルクラスタ: 構成単位

■

グローバルクラスタの前提条件

■

グローバルクラスタの設定計画について

■

グローバルクラスタの設定

■

クラスタ障害について

■

ディザスタリカバリファイアドリルの設定について

■

グローバル環境での RemoteGroup エージェントを使用した多層型アプリケーション
のサポート

■

多層型環境に関するシナリオ

VCS グローバルクラスタの動作
ローカルクラスタは、それぞれのサイトまたは建物で、フェールオーバーを実行します。た
だし、これらの設定は、洪水、台風、地震など、都市や地域全体の機能が麻痺するような
大規模災害には対応できません。大規模な災害の場合、クラスタ全体が影響を受ける可
能性があります。
このような場合、VCS グローバルクラスタでは、物理的に遠く離れた場所にあるリモートク
ラスタにアプリケーションをフェールオーバーすることによって、データの可用性を実現し
ます。
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VCS グローバルクラスタに設定された Oracle データベースを例として取り上げます。
Oracle は、A、B 両方のクラスタにインストールされています。Oracle データを各クラスタ
内の共有ディスクに置き、クラスタ間で複製することにより、データの同時性が保たれま
す。Oracle サービスは、クラスタ A のシステムでオンライン状態であり、クラスタ A および
B でグローバルにフェールオーバーするよう設定されています。
図 18-1 に、サンプルのグローバルクラスタ設定を示します。
グローバルクラスタの設定例

図 18-1
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個別のストレージ
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VCS は、継続的に監視を行い、クラスタ間でイベントを伝達します。クラスタ間通信によ
り、グローバルクラスタは常に、グローバルクラスタの中で設定されたサービスグループの
状態を把握できます。
システムまたはアプリケーションに障害が発生した場合、VCS は Oracle サービスグルー
プを同じクラスタ内にある別のシステムにフェールオーバーします。クラスタ全体の障害
時には、グローバルクラスタに属するリモートクラスタにサービスグループをフェールオー
バーします。また、アプリケーションが新しい場所でオンライン化されると、クライアントのリ
ダイレクトも行います。

VCS グローバルクラスタ: 構成単位
VCS では、次の機能によって、広域での高可用性からディザスタリカバリにまで概念が
拡張されています。
■

リモートクラスタオブジェクト
p.579 の 「 リモートクラスタオブジェクトの視覚化」 を参照してください。

■

グローバルサービスグループ
p.579 の 「グローバルサービスグループについて」 を参照してください。
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■

グローバルクラスタの管理
p.580 の 「グローバルクラスタの管理について」 を参照してください。

■

シリアル化
p.581 の 「シリアル化について - Authority 属性」 を参照してください。

■

耐性と優先権
p.582 の 「耐性と優先権について」 を参照してください。

■

広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント
p.582 の 「 広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント」 を参照して
ください。

■

2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるスプリットブレイン
p.586 の 「Steward プロセスについて: 2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるス
プリットブレインの処理」 を参照してください。

■

安全な通信
p.587 の 「 グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化」 を参照してください。

リモートクラスタオブジェクトの視覚化
VCS では、VCS CLI や VOM などの VCS の管理に使われる任意のサポート対象コン
ポーネントを使って、リモートクラスタオブジェクトを視覚化できます。
p.48 の 「 VCS 管理用のコンポーネント」 を参照してください。
リモートクラスタは、設定ファイル main.cf で定義できます。 リモートクラスタ設定ウィザー
ドは、この定義を行うための使いやすいインターフェースです。 このウィザードは、必要な
設定の変更を行って、接続されているすべてのクラスタの main.cf ファイルを更新しま
す。
p.623 の 「リモートクラスタの追加」 を参照してください。

グローバルサービスグループについて
グローバルサービスグループは、広域フェールオーバーを有効にするプロパティを備え
た通常の VCS グループです。グローバルサービスグループの ClusterList 属性は、そ
のグループがフェールオーバーできるクラスタのリストを定義します。グローバルサービス
グループは、所属するすべてのクラスタ上に同じ名前で設定する必要があります。 グロー
バルグループ設定ウィザードには、グローバルグループを設定するための使いやすいイ
ンターフェースが用意されています。
p.630 の 「グローバルサービスグループの管理」 を参照してください。
VCS エージェントは、クラスタ間フェールオーバー時のレプリケーションを管理します。
p.582 の 「 広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント」 を参照してくだ
さい。
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グローバルクラスタの管理について
VCS では、任意のクラスタのどのシステムからでもグローバルサービスグループを操作
（オンライン化、オフライン化、切り替え）できます。クラスタの操作に必要な適切な権限で
ログインする必要があります。
p.85 の 「グローバルクラスタでのユーザー権限」 を参照してください。
サービスグループのオンライン化や切り替えは、任意のクラスタおよびシステム上で行え
ます。対象のシステムが指定されていない場合、VCS は FailOverPolicy を使ってシス
テムを特定します。
p.437 の 「フェールオーバーポリシーの定義について」 を参照してください。
リモートクラスタオブジェクトの管理には、Wide Area Connector（wac）プロセスによって
実行されるクラスタ間通信を使います。

Wide Area Connector プロセスについて
Wide Area Connector（wac）は、フェールオーバーアプリケーションリソースで、クラスタ
間通信を実現します。
図 18-2 では、Wide Area Connector のプロセスを示します。
図 18-2
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広域コネクタ（wac）プロセスは各クラスタ内の 1 つのシステム上で動作し、リモートクラス
タのシステムに接続します。 このプロセスは、クラスタ、サービスグループおよびシステム
に関する情報をやり取りします。この情報のやり取りにより、VCS はグローバルクラスタを
設定するすべてのクラスタの状態を 1 つにまとめて表示できます。また、wac プロセスは
広域ハートビートを管理し、リモートクラスタの状態を判断します。さらに、クラスタ間でコ
マンドを伝達し、送信もとのクラスタに結果を返します。
VCS には、Wide Area Connector（wac）相互間の情報のやり取りをセキュアにするオプ
ションがあります。
p.587 の 「 グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化」 を参照してください。
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広域ハートビートエージェントについて
広域ハートビートエージェントは、クラスタ間のハートビートを管理します。ハートビートは、
リモートクラスタの状態監視に使われます。 VCS 広域ハートビートエージェントには Icmp
と IcmpS が含まれます。 他の VCS リソースエージェントは VCS エンジンに状態を報告
しますが、ハートビートエージェントは状態を WAC プロセスに直接報告します。 ハート
ビートの名前は、ハートビートタイプの名前と同じである必要があります。 特定のハート
ビートタイプのハートビートは 1 つのみ追加できます。
p.581 の 「広域ハートビートエージェントの設定例」 を参照してください。
カスタム広域ハートビートエージェントを作成できます。 たとえば、SRDF 用の VCS レプ
リケーションエージェントには、Symmetrix アレイ用のカスタムハートビートエージェントが
含まれます。
hahb -add heartbeatname コマンドを使うとハートビートを追加でき、hahb -modify

コマンドを使うとハートビートエージェントのデフォルト値を変更できます。
p.651 の 「グローバルクラスタ設定でのハートビートの管理」 を参照してください。
p.869 の 「ハートビートの属性（グローバルクラスタ用）」 を参照してください。

広域ハートビートエージェントの設定例
以下は広域ハートビートエージェントの設定例です。
Heartbeat Icmp (
ClusterList = {priclus
Arguments @Cpriclus =
{"10.209.134.1"
)

シリアル化について - Authority 属性
VCS では、グローバルサービスグループの操作がシリアルに行われるため、タイミングに
関する問題が回避され、安定した処理速度を実現できます。Authority 属性によって、
サービスグループが複数のクラスタ内で同時にオンライン化されることはありません。
Authority は永続的なサービスグループ属性であり、グローバルサービスグループをオン
ライン化する権限を持つクラスタを指定します。この属性を実行時に変更することはでき
ません。
2 クラスタのあるグローバルグループで、1 つのサービスグループを 2 人の管理者が同
時にオンライン化しようとした場合、Authority 属性の値に基づいて一方のコマンドは受
理され、もう一方は拒否されます。
Authority 属性は、権限を持たないクラスタでサービスグループがオンライン化されること
を防止します。 権限を持っているクラスタが停止している場合は、hagrp -online -force
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service_group コマンドを使って強制的にテイクオーバーできます。このコマンドを使う

と、災害が発生したときにアプリケーションを別のクラスタにフェールオーバーできます。
メモ: クラスタがグループの権限を持っていても、このクラスタ上でグループがオンライン
になることが保証されるわけではありません。この属性は、単にクラスタ内でサービスグ
ループをオンラインにする権限を指定するだけです。Authority 属性の有無によって、フ
リーズ、自動無効化、未調査などのオンライン化を妨げる設定が上書きされることはありま
せん。
権限を有するクラスタがない場合は、権限をシードする必要があります。
グローバルグループのオフライン操作は任意のクラスタから実行でき、この権限を変更す
る必要はありません。これは、グループのオフライン化が、必ずしもクラスタ間フェールオー
バーの実行を意図しているわけではないためです。

Authority 属性と AutoStart 属性について
Authority および AutoStart 属性は連携して動作することにより、マルチクラスタ設定に
おける潜在的な同時性違反を防ぐことができます。
AutoStartList 属性が設定されており、グループの Authority 属性が 1 に設定されてい
る場合、VCS エンジンは、wac プロセスが対象システムに接続されるのを待ちます。接
続が失敗した場合、システムが停止していることを示し、AutoStart プロセスが実行されま
す。接続が成功した場合、HAD はリモートスナップショットを待ちます。このシステムがグ
ループの権限を持っており、リモートグループがオンラインである場合（テイクオーバーの
ため）、ローカルクラスタはグループをオンライン化せず、権限を放棄します。
Authority 属性が 0 に設定されている場合、AutoStart は呼び出されません。

耐性と優先権について
VCS グローバルクラスタは、Wide Area Connector プロセスと ClusterService グルー
プを使って耐性を維持します。Wide Area Connector プロセスは、クラスタ内で少なくと
も 1 つのノードが動作していれば動作します。
Wide Area Connector、そのエイリアスおよび notifier は、ClusterService グループの
コンポーネントです。

広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント
VCS エージェントは、広域フェールオーバーの一部である外部オブジェクトを管理でき
ます。これらのオブジェクトには、レプリケーション、DNS の更新などが含まれます。 これ
らのオブジェクトは、属性や再起動を指定するための堅ろうなフレームワークを備えてお
り、フェールオーバー時にオンラインにできます。
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DNS エージェント

DNS エージェントは、広域フェールオーバーの実行後、ドメイン
ネームサーバーの正規名マッピングを更新します。
詳しくは、『Symantec 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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VCS agents for VVR
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VCS グローバルクラスタの設定では、次の VCS Agents for VVR
を使うことができます。
■

■

■

■

■

■

RVG エージェント
RVG エージェントは、RVG（Replicated Volume Group）を
管理します。具体的には、RVG のオンライン化、RVG への
読み書きアクセスの監視および RVG のオフライン化を行い
ます。VVR を使ってレプリケーションを行う場合は、このエー
ジェントを使います。
RVGPrimary エージェント
RVGPrimary エージェントは、アプリケーションのフェール
オーバー後、セカンダリサイトからプライマリサイトへの移行、
すなわちテイクオーバーを行います。 このエージェントでは、
オフライン化および monitor ルーチンに関連するアクション
は実行されません。
RVGShared エージェント
RVGShared エージェントは共有環境の RVG を監視します。
これは並列リソースです。 RVGShared エージェントは、クラ
スタの RVG を使うように並列アプリケーションを設定できま
す。RVGShared エージェントは共有ディスクグループ環境
の RVG を監視します。
RVGSharedPri エージェント
RVGSharedPri エージェントを使うことにより、VCS 環境でパ
ラレルグループの VVR RDS の移行とテイクオーバーが可
能になります。RVGSharedPri タイプのリソースをオンライン
にすると、ローカルホストの RVG がプライマリになります。
RVGLogowner エージェント
RVGLogowner エージェントは、CVM クラスタ内のノードを
ログ所有者として割り当てたり、割り当ての解除を行います。
これはフェールオーバーリソースです。 RVGLogowner エー
ジェントでは、クラスタ内のノードをログ所有者として割り当て
たり、割り当ての解除を行います。共有ディスクグループ環境
では、セカンダリに対するデータのレプリケーションを行える
のはログ所有者である 1 つのノードのみです。
RVGSnapshot エージェント
ファイアドリルサービスグループで使われる RVGSnapshot
エージェントは、領域最適化スナップショットを取得します。こ
れにより、ファイアドリルの操作中にアプリケーションをセカン
ダリサイトにマウントできます。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照
してください。

CVM 環境では、RVGShared エージェント、RVGSharedPri
エージェント、RVGLogOwner エージェント、RVGSnapshot エー
ジェントがサポートされます。詳しくは、『Symantec Cluster Server
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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。
サードパーティ製のレプリケー VCS には、サードパーティが提供するその他のアレイベースま
ション技術向け VCS エージェ たはアプリケーションベースのレプリケーションソリューション向け
ント
のエージェントも用意されています。これらのエージェントは
Symantec High Availability Agent Pack ソフトウェアに付属し
ます。
VCS がサポートするレプリケーション技術の一覧については、
『Symantec High Availability Agent Pack Getting Started
Guide』を参照してください。
詳しくは、『Symantec Cluster Server Agent for <レプリケーショ
ンソリューションの名称 >インストールおよび設定ガイド』を参照し
てください。

Steward プロセスについて: 2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけ
るスプリットブレインの処理
グローバルクラスタの 2 つのクラスタ間でハートビートがすべて失敗した場合は、次のい
ずれかの状態を意味します。
■

リモートクラスタの障害

■

2 つのクラスタ間のすべての通信リンクの破損

3 つ以上のクラスタがあるグローバルクラスタでは、VCS は、接続されているクラスタに対
し、リモートクラスタが停止していることを確認するよう要求します。 この機構を照会と呼び
ます。
2 ノードのクラスタでは、VCS は Steward プロセスを使って、広域スプリットブレインの発
生を最小限に抑えます。Steward プロセスは、グローバルクラスタ設定の外部のシステム
で、スタンドアロンのバイナリとして動作します。
図 18-3 は、2 つのクラスタを持つ設定の内部でスプリットブレインの発生を最小限に抑
える Steward プロセスを示しています。
図 18-3

Steward プロセス: 2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるスプ
リットブレインの処理

クラスタ B

クラスタ A
Steward
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2 つのクラスタ間のすべての通信リンクが失われた場合、各クラスタは inquiry メッセージ
を使って Steward に問い合わせを行います。Steward は、問題のクラスタに ICMP ping
を送信し、そのクラスタが動作している場合は否定応答で、そのクラスタが停止している
場合は肯定応答で返答します。Steward は、3 つ以上のクラスタの設定にも使えます。
VCS には、Steward プロセスと Wide Area Connector（WAC）の間で情報のやり取りを
保全するオプションがあります。
p.587 の 「 グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化」 を参照してください。
非セキュア設定では、グローバルクラスタノードと異なるプラットフォーム上で Steward プ
ロセスを設定できます。異なるプラットフォームで Steward プロセスを実行する場合につ
いては、安全な設定はテストされていません。
たとえば、Solaris システムで実行されるグローバルクラスタに対して、Windows システム
の Steward プロセスを実行できます。ただし、Solaris 用の VCS リリースには、Solaris
用の Steward バイナリしか含まれていません。Windows 用の Steward バイナリについ
ては、Windows クラスタ上の VCS インストールディレクトリ（通常は C:¥Program
Files¥VERITAS¥Cluster Server）からコピーする必要があります。
Steward は、各クラスタから Steward を実行するホストへ、それぞれ独立したパスがある
場合のみ有効です。2 つのクラスタ間でパスが 1 つしかない場合は、障害が発生すると、
電話または何らかのメッセージングシステムを介してリモートサイトの管理者に手動で確
認し、スプリットブレインを回避する必要があります。VCS グローバルクラスタは、デフォ
ルトでは、管理者の確認を得て、クラスタの境界を越えたアプリケーションのフェールオー
バーを行います。ClusterFailOverPolicy 属性を Auto に設定すると、自動フェールオー
バーを設定できます。
Steward のデフォルトポートは 14156 です。

グローバルクラスタでの情報のやり取りのセキュア化
グローバルクラスタの場合、VCS には、次の種類の情報のやり取りをセキュアにするオプ
ションが用意されています。
■

Wide Area Connector 相互間の情報のやり取り。

■

Wide Area Connector と Steward プロセスの間での情報のやり取り。

認証をセキュアにするために、Wide Area Connector プロセスは、各クラスタノード上で
ローカル認証ブローカー内にあるアカウントという形でセキュリティコンテキストを取得しま
す。
WAC アカウントは HAD および Command Server と同じドメインに属し、次の形式で指
定します。
name = WAC
domain = VCS_SERVICES@cluster_uuid

p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
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セキュアモードで動作しているすべてのクラスタの中で、Wide Area Connector プロセス
を設定する必要があります。Wide Area Connector プロセスがセキュアモードで動作し
ている場合、Steward もセキュアモードで実行する必要があります。
p.590 の 「 セキュアモードで動作しているクラスタの前提条件」 を参照してください。

グローバルクラスタの前提条件
このトピックでは、グローバルクラスタを設定するための前提条件について説明します。

クラスタ設定の前提条件
グローバルクラスタを設定するには、最低 2 つのクラスタが必要です。 それぞれのクラス
タには、必須ライセンスが必要です。 クラスタは、1 つのグローバルクラスタのみの一部と
なります。 VCS は、最大 4 つのクラスタが含まれるグローバルクラスタをサポートします。
クラスタは同一プラットフォーム上で動作する必要がありますが、オペレーティングシステ
ムのバージョンは異なっていてもかまいません。各クラスタは、同じバージョンの VCS を
使う必要があります。
クラスタ名は、各グローバルクラスタ内で重複していない必要があります。システム名とリ
ソース名は、他のクラスタと重複していてもかまいません。サービスグループ名はクラスタ
間で重複できますが、グローバルサービスグループ名は重複しないようにする必要があ
ります。
各クラスタには、有効な仮想 IP アドレスが割り当てられている必要があります。 この IP
アドレスはクラスタの ClusterAddress 属性で定義します。IP アドレスは、通常、初回の
VCS インストールの一部として設定されます。
グローバルクラスタの操作には、Wide-Area Connector（WAC）プロセス用のポート（デ
フォルトは 14155）がファイアウォールを越えて開いていることが必要です。
グローバルクラスタ内のすべてのクラスタが IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスのどちらか
を使う必要があります。VCS は、グローバルクラスタ内で異なったインターネットプロトコ
ルバージョンを使う複数クラスタの構成をサポートしません。
リモートクラスタを操作するには、各クラスタに同じ名前と権限を持つ VCS ユーザーを設
定する必要があります。
p.85 の 「グローバルクラスタでのユーザー権限」 を参照してください。

アプリケーション設定の前提条件
グローバルグループとして設定されるアプリケーションは、それぞれのクラスタを表すよう
設定する必要があります。 グローバルグループ内のすべてのアプリケーショングループ
は、各クラスタ内で同じ名前にする必要があります。 グループの個々のリソースは違って
いてもかまいません。 たとえば、1 つのグループが MultiNIC リソースや、複数の Mount

588

第 18 章 クラスタの相互接続 - グローバルクラスタの作成
グローバルクラスタの前提条件

タイプのリソースを持つことができます。広域フェールオーバーの実行時にリモートクラス
タにリダイレクトされるクライアントシステムには、プライマリクラスタと同じアプリケーション
が必要です。
ただし、グローバルグループを構成するリソースは、クライアント側から見て、そのグロー
バルグループの他のクラスタと同じアプリケーションを示している必要があります。リモー
トクラスタにリダイレクトされるクライアントは、管理者がフェールオーバーを開始または確
認する間のダウンタイムを除き、クラスタ間フェールオーバーが行われたことを認識する
必要はありません。

広域ハートビートの前提条件
各クラスタと他のすべてのクラスタとの間には、少なくとも 1 つの広域ハートビートが必要
です。 VCS は、クラスタが alive 状態であることをハートビートによって報告されてから、
そのクラスタとの通信を開始します。 デフォルトでは、製品に付属しているインフラストラク
チャ ICMP ping が使われます。 Cluster Manager（Java コンソール）を使ってグローバ
ルクラスタを設定すると、VCS に Icmp ハートビートが設定されます。 それ以外の設定は
手動で行う必要があります。
複数のハートビートを設定できますが、リモートサイトの状態を監視するためには 1 つの
ハートビートで十分です。 Icmp ハートビートと IcmpS ハートビートが IP ネットワークを
使ってリモートサイトの状態をチェックするためです。 ネットワークが十分に冗長であれ
ば、1 つのハートビートであっても単一障害点ではありません。 複数のハートビートであっ
ても単一障害点を持つ場合には、ハートビートを追加しても便利にはなりません。
2 つのサイト間でデータのレプリケーションのために別の接続がある場合、それを使って
単一障害点を減らすことができます。 現在のところ、シマンテック社が発売しているのは
対象アレイ向けのハートビートエージェントのみです。

ClusterService グループの前提条件
ClusterService グループは、アプリケーション（Wide Area Connector 用）、NIC および
IP の各リソースを設定する必要があります。認証サービスや通知などのコンポーネントが
設定されている場合は、サービスグループに追加リソースが含まれることがあります。 VCS
をインストールまたは更新するときに、ClusterService グループが自動的に設定されま
す。
VCS のインストールまたは更新中に VCS グローバルクラスタを含むライセンスを入力す
ると、ClusterService グループの中で、アプリケーションタイプの wac リソースが自動的
に設定されます。インストーラにより、Wide Area Connector プロセスも設定されます。
後でグローバルクラスタオプション（GCO）設定ウィザードを実行して、WAC プロセスを設
定し、WAC に対応するアプリケーションリソースに合わせて ClusterService グループを
更新することもできます。
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レプリケーション設定の前提条件
VCS グローバルクラスタは、災害からの回復時にも使われます。このため、クラスタ間に
リアルタイムのデータレプリケーションを設定する必要があります。 サポートされているレ
プリケーション技術に関して、レプリケーションを管理する VCS エージェントを使用でき
ます。 これらのエージェントは Symantec High Availability Agent Pack ソフトウェアに
付属します。
VCS がサポートするレプリケーション技術の一覧については、Symantec High Availability
Agent Pack のマニュアルを参照してください。

セキュアモードで動作しているクラスタの前提条件
グローバルクラスタ内で、複数のクラスタ間で情報のやり取りをセキュアにするよう設定す
ることを計画している場合、次の前提条件を満たす必要があります。
■

セキュアモードで動作している両方のクラスタの中で、Wide Area Connector プロセ
スを設定する必要があります。
インストーラを使ってセキュリティを設定する場合、インストーラは Wide Area Connector
にも AT アカウントを作成します。

■

両方のクラスタがセキュアモードで動作している必要があります。
■

installvcs -security コマンドを使用してセキュリティを設定できます。

詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
■

クラスタは両方とも信頼関係を共有している必要があります。 installvcs
-securitytrust コマンドを使用して信頼関係を設定できます。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

グローバルクラスタの設定計画について
グローバルクラスタを設定する前に、次の作業が完了していることを確認してください。
■

概念を確認します。
p.578 の 「 VCS グローバルクラスタ: 構成単位」 を参照してください。

■

構成を計画し、必要な物理的インフラが整っていることを確認します。
p.588 の 「 グローバルクラスタの前提条件」 を参照してください。

■

VCS とサポート対象のレプリケーション技術をインストールするために必要なソフトウェ
アがあることを確認します。サードパーティ製のレプリケーション技術を使う場合、適
切なレプリケーションエージェントソフトウェアがあることを確認します。

図 18-4 に、グローバルクラスタを設定するためのワークフローを示します。サイト s1 で
VCS クラスタが設定済みであり、VCS クラスタには高可用性のためのアプリケーションが
設定されています。

590

第 18 章 クラスタの相互接続 - グローバルクラスタの作成
グローバルクラスタの設定

VCS グローバルクラスタの設定ワークフローの概略

図 18-4

VCS グローバルクラスタを設定する（サイト s1 および s2）
s1（プライマリサイト）、s2（セカンダリサイト）
アプリケーション
のレプリケー
ション&を設定 A
する

クラスタを設
定する

B

サービスグルー
プを設定する

C

グローバルグル
ープを設定する

D

A0.VCS
はすでにインストールおよび設定済みの状態で、アプリケーション
は s1 上で HA 用に設定されています

VCS のマニュアル &
アプリケーションのマニュアル

A1.s2 上でアプリケーションをインストールおよび設定する

アプリケーションのマニュアル

A2.s1 および s2 でデータのレプリケーションを設定する（VVR または
サードパーティ）

VVR:SFHA インストールガイド &
VVR 管理者ガイド
サードパーティ:レプリケーションガイド

B1.s1 でグローバルクラスタコンポーネントを設定する

VCS 管理者ガイド

B2.s2 上で VCS をインストールおよび設定する

VCS インストールガイド

B3.s1 および s2 上での
Wide Area Connector 間のセキュアクラスタ、セキュア通信について

B4.s1 および s2 上でリモートクラスタオブジェクトを設定する
VCS 管理者ガイド

B5.（オプション）クラスタ間で追加のハートビートを設定する

B6.（オプション）s1 または s2 上で Steward を設定する

C1.s2 でアプリケーションサービスグループを設定する
C2.VVR の場合、s1 および s2
上でレプレケーションリソースを設定する
サードパーティの場合、s1 および s2
上でレプリケーションエージェントをインストールおよび設定する

VVR:VVR 用 VCS エージェント設定ガイド
サードパーティ:<レプリケーションソリューション>
の VCS エージェント
インストールおよび設定ガイド

D1.s1 および s2 でサービスグループをグローバルグループにする

VCS 管理者ガイド

グローバルクラスタの設定
この手順は、VCS クラスタをプライマリサイトに設定済みであり、高可用性のためのアプリ
ケーションを設定済みであることが前提です。
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この例では、単一インスタンス構成の Oracle データベースが、VCS サービスグループ
（appgroup）として 2 ノードのクラスタに設定されています。

VCS グローバルクラスタを設定するためのタスクを大きく分けると、表 18-1 のようになり
ます。
表 18-1

VCS グローバルクラスタ設定のタスクマップ

タスク

参照

タスク A

p.593 の 「グローバルクラスタ設定のためのアプリケーションとレプリケーショ
ンの設定」 を参照してください。

タスク B

p.593 の 「グローバルクラスタ設定向けにクラスタを設定する」 を参照してく
ださい。

タスク C

p.601 の 「グローバルクラスタ設定向けにサービスグループを設定する」 を
参照してください。

タスク D

p.605 の 「グローバルサービスグループとしてのサービスグループの設定」
を参照してください。
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グローバルクラスタ設定のためのアプリケーションとレプリケーションの
設定
セカンダリサイトで次の手順を実行してアプリケーションを設定します。この手順は、プラ
イマリサイトで高可用性のためのアプリケーションを設定済みであることが前提です。
アプリケーションとレプリケーションを設定するには

1

セカンダリサイトで、高可用性にするアプリケーションをインストールし、設定します。
手順については、該当するアプリケーションのマニュアルを参照してください。

2

各サイトで、VCS がサポートするレプリケーション技術を使ったデータレプリケーショ
ンを設定します。
■

Symantec Volume Replicator
手順については、『Symantec Storage Foundation and High Availability イン
ストールガイド』と『Symantec Storage Foundation and High Availability
Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。

■

サポート対象のサードパーティ製レプリケーション技術
手順については、該当するレプリケーション製品のマニュアルを参照してくださ
い。 VCS がサポートするサードパーティ製レプリケーション技術の一覧につい
ては、『Symantec High Availability Agent Pack Getting Started Guide』を参
照してください。

グローバルクラスタ設定向けにクラスタを設定する
次の手順を実行して、ディザスタリカバリ用のクラスタを設定します。
■

プライマリサイトでグローバルクラスタコンポーネントを設定する
p.594 の 「プライマリサイトでのグローバルクラスタコンポーネントの設定」 を参照して
ください。

■

セカンダリサイトで VCS をインストールして設定する
p.595 の 「セカンダリサイトでの VCS のインストールと設定」 を参照してください。

■

広域コネクタ間の通信のセキュリティを設定する
p.595 の 「広域コネクタ間の通信のセキュリティ設定」 を参照してください。

■

リモートクラスタオブジェクトを設定する
p.597 の 「リモートクラスタオブジェクトの設定」 を参照してください。

■

追加ハートビートリンクを設定する（オプション）
p.597 の 「追加ハートビートリンクの設定（オプション）」 を参照してください。

■

Steward プロセスを設定する（オプション）
p.598 の 「Steward プロセスの設定（オプション）」 を参照してください。

593

第 18 章 クラスタの相互接続 - グローバルクラスタの作成
グローバルクラスタの設定

プライマリサイトでのグローバルクラスタコンポーネントの設定
次の手順を実行して、プライマリサイトでグローバルクラスタコンポーネントを設定します。
プライマリサイトで VCS クラスタ設定の間にこれらの手順をすでに完了している場合は、
セカンダリサイトで VCS クラスタを設定する次のタスクに進みます。
p.595 の 「セカンダリサイトでの VCS のインストールと設定」 を参照してください。
GCO 設定ウィザードを実行し、ClusterService グループを作成または更新します。GCO
設定ウィザードは、現在の設定を検証し、グローバルクラスタ設定に適しているかどうかを
確認します。必要なライセンスがクラスタ内のすべてのノードにインストールされている必
要があります。
p.184 の 「VCS ライセンスのインストールについて」 を参照してください。
プライマリサイトでグローバルクラスタコンポーネントを設定するには

1

GCO 設定ウィザードを起動します。
# gcoconfig

ローカルシステムの NIC デバイスが検出され、グローバルクラスタで使うデバイスの
入力を求めるメッセージが表示されます。

2

デバイスの名前を指定し、Enter キーを押します。

3

NIC リソースが設定されていない場合は、指定した NIC が全システムで使われるパ
ブリック NIC であるかどうかを確認するメッセージが表示されます。
パブリック NIC の場合は y を、そうでない場合は n を入力します。n を入力すると、
すべてのシステムにある NIC の名前を入力するよう求められます。

4

グローバルクラスタに使う仮想 IP を入力します。
IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスを使う必要があります。VCS は、グローバルクラス
タ内で異なったインターネットプロトコルバージョンを使う複数クラスタの構成をサポー
トしません。

5

IP リソースが設定されていない場合、ウィザードは次の処理を行います。
■

IPv4 アドレスの場合:
仮想 IP に関連付けられたネットマスクの入力を要求します。ウィザードがネット
マスクを検出します。表示された値を確定するか、あるいは別の値を入力できま
す。

■

IPv6 アドレスの場合:
仮想 IP に関連付けられたプレフィックスの入力を要求します。
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6

コマンドの実行が開始され、ClusterService グループが作成または更新されます。
様々なメッセージにより、これらのコマンドの状態が示されます。コマンドの実行後、
ウィザードは ClusterService グループをオンラインにします。

7

クラスタ間通信のための仮想 IP アドレスを監視する gcoip リソースがオンラインであ
ることを確認します。
# hares -state gcoip

セカンダリサイトでの VCS のインストールと設定
次の手順を実行して、セカンダリサイトで VCS クラスタを設定します。
セカンダリサイトで VCS をインストールして設定するには

1

セカンダリサイトで、VCS クラスタをインストールして設定します。
このタスクに関して、次の点に注意してください。
■

VCS をインストールする間、グローバルクラスタのライセンスを有効にします。

■

VCS を設定する間、グローバルクラスタを設定するための質問に回答します。こ
の手順では、クラスタ間通信のための仮想 IP を設定します。

詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

2

クラスタ間通信のための仮想 IP アドレスを監視する gcoip リソースがオンラインであ
ることを確認します。
# hares -state gcoip

広域コネクタ間の通信のセキュリティ設定
次の手順を実行して、広域コネクタ間のセキュア通信を設定します。
広域コネクタ間の通信にセキュリティを設定するには

1

両方のクラスタでセキュリティが設定されること検証します。 installvcs -security
コマンドを使ってセキュリティを設定できます。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

2

クラスタ間の信頼を確立します。
たとえば、2 つのクラスタが存在する VCS グローバルクラスタ環境で、次の手順を
実行してクラスタ間の信頼を確立します。
■

最初のクラスタの各ノードで、次のコマンドを入力します。
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# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/WAC;
/opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b
IP_address_of_any_node_from_the_second_cluster:14149 -s high

このコマンドは、2 番目のクラスタのルートブローカーのセキュリティ証明書とその
他の詳細を取得し、表示します。
詳細情報が正しければ、コマンドプロンプトで y を入力して信頼を確立します。
次に例を示します。
The hash of above credential is
b36a2607bf48296063068e3fc49188596aa079bb
Do you want to trust the above?(y/n) y
■

2 番目のクラスタの各ノードで、次のコマンドを入力します。
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/WAC
/opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b
IP_address_of_any_node_from_the_first_cluster:14149 -s high

このコマンドは最初のクラスタのルートブローカーのセキュリティ証明書とその他
の詳細を取得し、表示します。
詳細情報が正しければ、コマンドプロンプトで y を入力して信頼を確立します。
または、パスワードを要求しない通信をクラスタで設定している場合、installvcs
-securitytrust オプションを使ってリモートクラスタとの信頼を確立できます。

3

■

グローバルなクラスタの設定後、installvcs -security コマンドを使った場
合、この残りの手順を省略します。

■

セキュアクラスタがあり、gcoconfig コマンドを使った場合、この残りの手順を完
了します。

各クラスタを対象にして、wac リソースがオンラインになっているノードで wac リソー
スをオフライン化します。各クラスタに対して、次のコマンドを実行します。
# hares -offline wac -sys node_where_wac_is_online
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4

wac リソースの StartProgram 属性と MonitorProcesses 属性の値を更新します。
# haconf -makerw
hares -modify wac StartProgram ¥
"/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
hares -modify wac MonitorProcesses ¥
"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure"
haconf -dump -makero

5

各クラスタで、wac リソースをオンライン化します。各クラスタで、すべてのノードに対
して次のコマンドを実行します。
# hares -online wac -sys systemname

リモートクラスタオブジェクトの設定
両方のサイトで VCS とレプリケーションインフラを設定したら、2 つのクラスタをリンクする
必要があります。2 つのクラスタをリンクするには、各サイトでリモートクラスタオブジェクト
を設定する必要があります。［リモートクラスタ設定ウィザード（Remote Cluster
Configuration wizard）］には、クラスタ間のリンクを設定するための使いやすいインター
フェースが用意されています。
リモートクラスタオブジェクトを設定するには
◆

リモートクラスタ設定ウィザードを開始します。
Cluster Explorer で、［編集（Edit）］、［リモートクラスタの追加/削除（Add/Delete
Remote Cluster）］の順にクリックします。
ClusterService グループの IP リソースに割り当てたものと同じ IP アドレスを使う必
要があります。 グローバルクラスタは、クラスタ間での通信と ICMP ハートビートの交
換にこの IP アドレスを使います。
p.623 の 「リモートクラスタの追加」 を参照してください。

追加ハートビートリンクの設定（オプション）
クラスタ間で ICMP ハートビートを交換するための追加ハートビートリンクを設定できま
す。
クラスタ間で追加ハートビートを設定するには（オプション）

1

Cluster Explorer で、編集（Edit）メニューの［ハートビートの設定（Configure
Heartbeats）］をクリックします。

2

［ハートビート設定（Heartbeat configuration）］ダイアログボックスで、ハートビートの
名前を入力し、クラスタ名の横にあるチェックボックスをオンにします。
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3

［設定（Configure）］カラムのアイコンをクリックし、［ハートビート設定（Heartbeat
Settings）］ダイアログボックスを開きます。

4

Arguments 属性とさまざまな［タイムアウト（Timeout）］および［間隔（Interval）］フィー
ルドの値を指定します。 ［+］をクリックして引数値を追加するか、［-］をクリックして引
数値を削除します。
Arguments 属性で IP アドレスを指定する場合は、その IP アドレスが DNS エント
リを持っていることを確認してください。

5

［OK］をクリックします。

6

［ハートビート設定（Heartbeat configuration）］ダイアログボックスで、［OK］をクリッ
クします。
これで Java コンソールから両クラスタの状態を監視できるようになります。

Steward プロセスの設定（オプション）
2 つのクラスタを持つグローバルクラスタ設定の場合、適切なネットワークインフラを備え
ていれば、Steward を設定してスプリットブレインを回避できます。
p.586 の 「Steward プロセスについて: 2 つのクラスタのグローバルクラスタにおけるスプ
リットブレインの処理」 を参照してください。
セキュアモードで動作していないクラスタ向けに Steward プロセスを設定するには

1

Steward プロセスを実行するシステムを決定します。

2

両方のクラスタが ping コマンドでシステムに接続できることを確認します。

3

クラスタ内のノードから Steward システムに steward ファイルをコピーします。 この
ファイルは、次のパスにあります。
/opt/VRTSvcs/bin/
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4

両方のクラスタで、Stewards 属性を、Steward プロセスを実行しているシステムの
IP アドレスに設定します。
次に例を示します。
cluster cluster1938 (
UserNames = { admin = gNOgNInKOjOOmWOiNL }
ClusterAddress = "10.182.147.19"
Administrators = { admin }
CredRenewFrequency = 0
CounterInterval = 5
Stewards = {"10.212.100.165"}
}

5

Steward の実行用に指定したシステムで、Steward プロセスを起動します。
# steward -start

セキュアモードで動作しているクラスタ向けに Steward プロセスを設定するには

1

Steward の情報のやり取りをセキュアにするための前提条件が満たされていること
を確認します。
p.590 の 「 セキュアモードで動作しているクラスタの前提条件」 を参照してください。
wac プロセスがセキュアモードで動作していることを確認するために、次のタスクを
実行します。
■

wac リソースの属性値を確認します。
# hares -value wac StartProgram

値は、"/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure" であることが必要です。
# hares -value wac MonitorProcesses

値は、"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure" であることが必要です。
■

wac プロセスをリスト表示します。
# ps -ef | grep wac

wac プロセスは、"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure" として動作している必要が
あります。

2

Steward プロセスを実行するシステムを決定します。

3

両方のクラスタが ping コマンドでシステムに接続できることを確認します。

4

この手順は、VCS が Steward システムにインストールされていない場合にのみ実
行します。VCS がすでにインストールされている場合、手順 5 に進みます。

599

第 18 章 クラスタの相互接続 - グローバルクラスタの作成
グローバルクラスタの設定

■

クラスタ UUID が設定されていない場合、/opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl
を使って設定します。

■

Steward のプロセスの実行を指定されたシステムで installvcs
-securityonenode コマンドを実行します。
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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、インストーラから確認メッセージが表示されます。 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たら、y と入力します。
-securityonenode オプションについて詳しくは、『Symantec Cluster Server
インストールガイド』を参照してください。

5

/opt/VRTSvcs/bin/steward_secure.pl を使って Steward の信用証明を生成

するか、次の手順を実行します。
# unset EAT_DATA_DIR
# unset EAT_HOME_DIR
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat createpd -d
VCS_SERVICES -t ab
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat addprpl
-d VCS_SERVICES -p STEWARD -s password

-t ab

# mkdir -p /var/VRTSvcs/vcsauth/data/STEWARD
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/STEWARD
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust

6

-s high -b localhost:14149

GCO クラスタのすべてのノードで信頼を確立します。
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/WAC
# vcsat setuptrust -b <IP_of_Steward>:14149 -s high

7

Steward で信頼を確立します。
# export EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/STEWARD
# vcsat setuptrust -b <VIP_of_remote_cluster1>:14149 -s high
# vcsat setuptrust -b <VIP_of_remote_cluster2>:14149 -s high

8

Steward の実行用に指定したシステムで、Steward プロセスを起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/steward -start -secure
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Steward プロセスを停止するには
◆

セキュアモードで動作するよう設定されていない Steward プロセスを停止するには、
新しいコマンドウィンドウを開き、次のコマンドを実行します。
# steward -stop

セキュアモードで動作している Steward プロセスを停止するには、新しいコマンド
ウィンドウを開き、次のコマンドを実行します。
# steward -stop -secure

グローバルクラスタ設定向けにサービスグループを設定する
次の手順を実行して、ディザスタリカバリ用のサービスグループを設定します。
サービスグループを設定するには

1

セカンダリサイトで、高可用性のためのアプリケーションを設定します。
アプリケーションの VCS サービスグループを設定します。第 1 クラスタと同様の設
定を行います。

2

■

Cluster Manager（Java コンソール）を使ってリソースをプライマリクラスタからコ
ピーアンドペーストするか、プライマリクラスタの main.cf ファイルからセカンダリ
クラスタに設定をコピーします。

■

設定を適宜変更します。たとえば、SystemList 属性は、セカンダリクラスタのシ
ステムが反映されるよう変更する必要があります。

■

サービスグループの名前（appgroup）が、両クラスタで同じであることを確認しま
す。

リモートクラスタ操作のためのリモート管理権限をユーザーに割り当てるには、両方
のクラスタで同じ名前と権限を持つユーザーを設定します。
p.85 の 「グローバルクラスタでのユーザー権限」 を参照してください。

3

設定で BIND DNS を使っている場合は、各サイトで DNS タイプのリソースをアプリ
ケーションサービスグループに追加します。
詳しくは、『Symantec 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。

4

各サイトで、設定したレプリケーション技術に応じて次の手順を実行します。
■

Volume Replicator
VVR RVG（Replicated Volume Group）を管理および監視するために VCS を
設定します。
p.602 の 「VVR ベースのレプリケーションのための VCS サービスグループの設
定」 を参照してください。
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■

サポート対象のサードパーティ製レプリケーション技術
レプリケーション技術に対応した VCS エージェントをインストールし、設定しま
す。
手順については、該当する VCS レプリケーションエージェントの『インストール/
設定ガイド』を参照してください。

VVR ベースのレプリケーションのための VCS サービスグループの
設定
Volume Replicator（VVR）を監視するように VCS を設定するには、以下の手順を実行
します。 その後、アプリケーションサービスグループ（appgroup）からレプリケーションサー
ビスグループ（appgroup_rep）への online local hard グループ依存関係を設定して、
サービスグループがともにフェールオーバーし、切り替わるようにします。
VCS で RVG リソースを作成するには

1

新規のサービスグループ、たとえば appgroup_rep を作成します。

2

DiskGroup リソースを appgroup から新しいグループにコピーします。

3

appgroup_rep サービスグループで、IP および NIC リソースタイプの新しいリソース
を設定します。IP リソースは、VVR がレプリケーションで使う仮想 IP を監視します。

4

新規のサービスグループ（appgroup_rep）で、RVG リソースタイプの新しいリソース
を設定します。

5

RVG リソースを設定します。
リソースについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High Availability
Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。
RVG リソースは、現在の状態で RVG を起動、停止、監視する点に注意してくださ
い。レプリケーションの方向を変更する場合、VVR の昇格または降格は行いませ
ん。このタスクは、RVGPrimary エージェントによって管理されます。

6

次の情報を基に、依存関係を設定します。
■

RVG リソースは IP リソースに依存している。

■

RVG リソースは DiskGroup リソースに依存している。

■

IP リソースは NIC リソースに依存している。

サービスグループの設定は、次のようになります。
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7

appgroup サービスグループから DiskGroup リソースを削除します。
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8

アプリケーションサービスグループ（appgroup）で、RVGPrimary タイプのリソースを
追加し、その属性を設定します。
リソースについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High Availability
Solutions レプリケーション管理者ガイド』を参照してください。

9

Mount リソースが RVGPrimary リソースに依存するよう、リソースの依存関係を設定
します。
appgroup の設定は、次のようになります。

アプリケーションサービスグループとレプリケーションサービスグループをリンクするには

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタ名をクリックします。

2

表示パネルで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。
サービスグループ依存関係グラフが開きます。

3

［リンク（Link）］をクリックします。

4

親グループ appgroup をクリックし、子グループ appgroup_rep までドラッグします。

5

子グループ appgroup_rep をクリックします。

6

［サービスグループのリンク設定（Link Service Groups）］ダイアログボックスで、
online local および hard の依存関係をクリックし、［OK］をクリックします。
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グローバルサービスグループとしてのサービスグループの設定
グローバルグループ設定ウィザードを実行して、アプリケーションサービスグループ
（appgroup）をグローバルグループとして設定します。
グローバルサービスグループを作成するには

1

Cluster Explorer のサービスグループツリーで、アプリケーションサービスグループ
（appgroup）を右クリックします。

2

メニューから［グローバルとして設定（Configure As Global）］を選択します。

3

変更するサービスグループ（appgroup）の詳細情報を入力します。

4

［使用可能なクラスタ（Available Clusters）］ボックスで、グループをオンラインにで
きるクラスタをクリックします。ローカルクラスタは、ClusterList の一部として暗黙に定
義されているため、リストには含まれていません。 右矢印ボタンをクリックして、クラス
タ名を［クラスタ一覧（ClusterList）］ボックスに移動します。

5

クラスタのフェールオーバーのポリシーを選択します。
■

［マニュアル（Manual）］を選択すると、グループは別のクラスタに自動的にフェー
ルオーバーしなくなります。

■

［自動（Auto）］を選択すると、グループがクラスタ内でフェールオーバーできな
い場合や、クラスタ全体に障害が発生した場合、そのグループは別のクラスタに
自動的にフェールオーバーします。

■

［接続済み（Connected）］を選択すると、グループがクラスタ内でフェールオー
バーできない場合、そのグループは別のクラスタに自動的にフェールオーバー
します。

6

［次へ］をクリックします。

7

各クラスタの接続詳細を入力または確認します。
［設定（Configure）］アイコンをクリックし、各クラスタのリモートクラスタ情報を確認し
ます。

8

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入力
します。

9

リモートクラスタのユーザー名とパスワードを入力し、［OK］をクリックします。

10 ［次へ］をクリックします。
11 ［完了（Finish）］をクリックします。
12 設定を保存します。
これで、appgroup サービスグループはグローバルグループとなり、クラスタ間フェー
ルオーバーが可能になります。
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クラスタ障害について
設定したグローバルクラスタで、プライマリクラスタに障害が発生した場合について考えて
みます。Oracle サービスグループは、ローカルクラスタ内でのフェールオーバーができ
ないため、他のクラスタにあるノードにフェールオーバーする必要があります。
この場合、VCS はクラスタが停止したことを示すアラートを送信します。
管理者は、そのグループをリモートクラスタ上でオンラインにします。
RVGPrimary エージェントは VVR ボリュームを書き込み可能にし、DNS エージェントは
リモートサイトでの名前解決サービスができるようにします。アプリケーションは、リモートサ
イトで起動できます。

障害タイプについて
災害によってプライマリデータセンターのすべての処理機能が停止すると、フェールオー
バーサイトからプライマリデータセンターへのハートビートは失敗します。VCS は、クラス
タの障害を通知するアラートを送信します。この障害に対処する選択をすると、障害のタ
イプを宣言するよう要求されます。
障害タイプの宣言には、次のオプションからいずれかを選択できます。
■

Disaster - プライマリデータセンターの永続的損害を示します。

■

Outage - プライマリデータセンターは一定期間後、現在の形式に戻る可能性がある
ことを示します。

■

Disconnect - スプリットブレイン状態を示します。両クラスタは動作していますが、クラ
スタ間のリンクが破損しています。

■

Replica - バックアップ元から一貫性のあるデータがテイクオーバー先に作成されて
おり、サービスグループがオンラインになると、RVGPrimary がテイクオーバーを開始
できることを示します。このオプションは、VVR 環境のみに適用されます。

ローカルクラスタにフェールオーバーするグループは選択可能です。グループが選択さ
れている場合、VCS はグループの FailOverPolicy 属性を基に、対象となるグループを
ノード上でオンラインにします。 また、他のクラスタでは、それらのグループを OFFLINE
としてマークします。フェールオーバーするサービスグループが選択されていない場合、
VCS は障害が発生したクラスタのサービスグループをオフラインにする以外、アクション
を実行しません。

サービスグループのプライマリへの切り替え
プライマリサイトでの障害を解決したら、サービスグループを切り替えてプライマリに戻す
ことができます。アプリケーションをプライマリサイトに切り替える前に、フェールオーバー
以降アクティブなセカンダリサイトで変更されたデータを、再同期化する必要があります。
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それには、VVR を使って手動で同期化するか、RVGPrimary リソースから VCS アクショ
ンを実行します。
プライマリサイトで障害が発生し、セカンダリサイトがテイクオーバーしたときに、サービ
スグループを切り替えるには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［アクション（Action）］をクリックします。

3

アクションの詳細を指定します。
■

［アクション（Action）］リストから fbsync を選択します。

■

アクションを実行する対象のシステムをクリックします。

■

［OK］をクリックします。

RDS の高速フェールバックが開始されます。RVG リソースの ResourceInfo 属性
を監視することにより、再同期化の完了を確認できます。

4

再同期化が完了したら、サービスグループをプライマリクラスタに切り替えます。
■

Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブ
で、サービスグループを右クリックします。

■

［切り替え（Switch To）］、［リモート切り替え（Remote switch）］の順にクリックし
ます。

■

［グローバルグループの切り替え（Switch global group）］ダイアログボックスで、
グループを切り替えるクラスタをクリックします。 特定のシステムをクリックするか、
［任意のシステム（Any System）］をクリックし、［OK］をクリックします。

ディザスタリカバリファイアドリルの設定について
ディザスタリカバリのファイアドリル手順では、プライマリサイトからセカンダリサイトへの擬
似的なフェールオーバーを実行して、設定の障害対応をテストできます。この手順は、プ
ライマリサイトのアプリケーションを停止したり、ユーザーアクセスを中断したり、レプリケー
ションデータの流れを妨害したり、またはセカンダリサイトの再同期の必要性を生じさせた
りすることなく行われます。
通常の手順では、セカンダリサイトにファイアドリルサービスグループを作成します。この
サービスグループは、最初のアプリケーションサービスグループとほぼ同じ設定を持ち、
RVG（Replicated Volume Group）の特定時点の運用データのコピーを含みます。セカ
ンダリサイトでファイアドリルサービスグループをオンラインにすることによって、アプリケー
ションサービスグループをフェールオーバーし、必要に応じてセカンダリサイトでオンライ
ンにすることができることを証明できます。ファイアドリルサービスグループは外部のクライ
アントまたはリソースの他のインスタンスと連動しません。したがって、アプリケーションサー
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ビスグループがオンラインであってもファイアドリルサービスグループは安全にオンライン
にすることができます。
ファイアドリルは、セカンダリサイトでのみ実行できます。元のアプリケーションがオンライ
ンになっているホストで、ファイアドリルサービスグループをオンラインにすることはできま
せん。
FireDrill 属性を上書きして、ファイアドリルをリソース固有のものにすることができます。
VVR を使うディザスタリカバリの設定でファイアドリルを実行する前に、次の手順を実行
します。
■

ファイアドリルサービスグループを設定します。
p.609 の 「手動によるファイアドリルサービスグループの作成と設定について」 を参照
してください。
p.612 の 「ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループの
設定について」 を参照してください。
コマンドラインまたは Cluster Manager（Java コンソール）を使ってファイアドリルサー
ビスグループを手動で設定したら、ファイアドリルサービスグループとアプリケーション
サービスグループ間に offline local 依存関係を設定し、プライマリサイトで災害が発
生した場合にファイアドリルがアプリケーションのフェールオーバーを妨げないことを
確認します。ファイアドリル設定（fdsetup）ウィザードを使う場合、ウィザードによってこ
の依存関係が作成されます。

■

すべての Mount リソースの ReuseMntPt 属性の値を 1 に設定します。

■

ファイアドリルサービスグループがオフラインになった後、すべての Mount リソースの
ReuseMntPt 属性の値を 0 にリセットします。

また、VCS は HA ファイアドリルもサポートし、リソースがクラスタ内の別のノードにフェー
ルオーバーできることを確認します。
p.302 の 「HA ファイアドリルを使ったリソースフェールオーバーのテストについて」 を参照
してください。
メモ: ファイアドリルは、標準の VxVM ボリュームでのみ実行できます。ボリュームセット
（vset）はサポートされません。
VCS は、Hitachi Truecopy や EMC SRDF などアレイベースソリューション用のハード
ウェアレプリケーションエージェントを提供します。ハードウェアレプリケーションエージェ
ントを使ってレプリケーションデータクラスタを監視し、ファイアドリルの作成と設定につい
て詳しくは VCS レプリケーションエージェントのマニュアルを参照します。
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手動によるファイアドリルサービスグループの作成と設定について
ファイアドリルサービスグループは、コマンドラインまたは Cluster Manager（Java コン
ソール）を使って作成できます。ファイアドリルサービスグループでは、アプリケーション
データの重複コピーが使われます。
ファイアドリルサービスグループを手動で作成および設定するには、次の作業が必要で
す。
■

p.609 の 「ファイアドリルサービスグループの作成」 を参照してください。

■

p.610 の 「ファイアドリルとレプリケーションサービスグループとのリンクの設定」 を参照
してください。

■

p.610 の 「ファイアドリルサービスグループへのリソースの追加」 を参照してください。

■

p.611 の 「ファイアドリルサービスグループの設定」 を参照してください。

■

p.611 の 「FireDrill 属性の有効化」 を参照してください。

ファイアドリルサービスグループの作成
この項では、Cluster Manager（Java コンソール）を使ってファイアドリルサービスグルー
プを作成する方法、およびファイアドリルサービスグループがテスト中に別のノードにフェー
ルオーバーしないようにフェールオーバー属性を false に変更する方法について説明し
ます。
ファイアドリルサービスグループを作成するには

1

Veritas Cluster Manager（Java コンソール）を開きます。 （スタートメニューで［すべ
てのプログラム（All Programs）］、［Symantec］、［Veritas Cluster Manager - Java
Console］の順にクリックします）
Windows 2012 オペレーティングシステムでは、［アプリ（Apps）］メニューを使用し
ます。

2

クラスタにログインして、［OK］をクリックします。

3

左のペインで［サービスグループ（Service Group）］タブをクリックし、右のペインで
［リソース（Resources）］タブをクリックします。

4

左のペインでクラスタを右クリックし、［サービスグループの追加（Add Service Group）］
をクリックします。

5

［サービスグループの追加（Add Service Group）］ダイアログボックスで、新しいサー
ビスグループについての情報を入力します。
■

［サービスグループ名（Service Group name）］にファイアドリルサービスグルー
プ名を入力します。
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■

［使用可能なシステム（Available Systems）］ボックスからシステムを選択し、矢
印をクリックしてシステムを［サービスグループのシステム（Systems for Service
Group）］ボックスに追加します。

■

［OK］をクリックします。

AutoFailOver 属性を無効にするには

1

左のペインで［サービスグループ（Service Group）］タブをクリックし、ファイアドリル
サービスグループをクリックします。

2

右のペインで［プロパティ（Properties）］タブをクリックします。

3

［すべての属性を表示（Show all attributes）］ボタンをクリックします。

4

AutoFailOver 属性をダブルクリックします。

5

［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスで、［AutoFailOver］チェックボック
スのチェックマークをはずします。

6

［OK］をクリックして、［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスを閉じます。

7

ツールバーで［設定を保存して閉じる（Save and Close Configuration）］アイコンを
クリックします。

ファイアドリルとレプリケーションサービスグループとのリンクの設
定
ファイアドリルサービスグループとレプリケーションサービスグループの間で online local
firm 依存関係リンクを作成します。
サービスグループをリンクするには

1

Cluster Explorer で、左のペインの［システム（System）］タブをクリックし、右のペイ
ンの［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。

2

［リンク（Link）］をクリックします。

3

ファイアドリルサービスグループをクリックし、リンクをドラッグして、レプリケーション
サービスグループをクリックします。

4

依存関係を定義します。 ［online local］オプションと［firm］オプションを選択して、
［OK］をクリックします。

ファイアドリルサービスグループへのリソースの追加
リソースを新しいファイアドリルサービスグループに追加して、アプリケーションサービスグ
ループの重要な側面を再作成します。
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リソースをサービスグループに追加するには

1

Cluster Explore で、左のペインの［サービスグループ（Service Group）］タブをク
リックし、アプリケーションサービスグループをクリックして、右のペインの［リソース
（Resources）］タブをクリックします。

2

ツリーの一番上のリソースを右クリックして、［コピー（Copy）］を選択し、［自身と子ノー
ド (Self and Child Nodes)］をクリックします。

3

左のペインでファイアドリルサービスグループをクリックします。

4

右のペインを右クリックして、［貼り付け（Paste）］をクリックします。

5

［名前の重複（Name Clashes）］ダイアログボックスで、リソース名の変更方法を指
定します。たとえば、FD_ という語を先頭に追加するように指定します。 ［適用
（Apply）］をクリックします。

6

［OK］をクリックします。

ファイアドリルサービスグループの設定
リソースをファイアドリルサービスグループにコピーしたら、リソースが重複データで正しく
動作するようにリソースを編集します。属性は、リモートサイトの設定が反映されるように変
更する必要があります。リソース属性を変更せずにサービスグループをオンラインにする
と、クラスタに障害が発生し、サービスが中断する可能性があります。
サービスグループを設定するには

1

Cluster Explore で、左のペインの［サービスグループ（Service Group）］タブをク
リックし、左のペインのファイアドリルサービスグループをクリックして、右のペインの
［リソース（Resources）］タブをクリックします。

2

RVGPrimary リソースを右クリックして、［削除（Delete）］をクリックします。

3

編集するリソースを右クリックし、［表示（View）］、［プロパティビュー（Properties
View）］の順にクリックします。編集するリソースがペインに表示されない場合は、［す
べての属性を表示（Show All Attributes）］をクリックします。

4

リモートサイトの設定が反映されるように属性を編集します。たとえば、ファイアドリル
サービスグループで使われるボリュームを指すように MountV リソースを変更します。
同様に、DNS リソースと IP リソースを再設定します。

FireDrill 属性の有効化
特定のリソースタイプを FireDrill 対応となるように編集する必要があります。特定のリソー
スタイプを FireDrill 対応にすると、VCS による同時性違反のチェック方法が変わります。
通常、FireDrill を有効にしていない場合、クラスタ内の 2 つ以上のノードでリソースを同
時にオンラインすることはできません。この動作により、複数のノードが 1 つのリソースを
使ったりクライアントの要求に応答したりすることが回避されます。ファイアドリルサービス
グループは外部のクライアントまたはリソースの他のインスタンスと連動しません。したがっ
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て、アプリケーションサービスグループがオンラインであってもファイアドリルサービスグ
ループは安全にオンラインにすることができます。
通常、エージェントの設定に使われるリソースタイプの FireDrill 属性を有効にします。 た
とえば、SQL Server 2008 を監視するサービスグループでは、SQLServer2008 リソー
スタイプと SQLFilestream リソースタイプの FireDrill 属性を有効にします。
FireDrill 属性を有効にするには

1

Cluster Explorer で、左のペインの［タイプ（Types）］タブをクリックし、編集するタイ
プを右クリックして、［表示（View）］、［プロパティビュー（Properties View）］の順にク
リックします。

2

［すべての属性を表示（Show All Attributes）］をクリックします。

3

［FireDrill］をダブルクリックします。

4

［属性の編集（Edit Attribute）］ダイアログボックスで、必要に応じて［FireDrill］を有
効にして、［OK］をクリックします。
必要なすべてのリソースタイプに対して、FireDrill 属性を有効にする処理を繰り返し
ます。

ファイアドリル設定ウィザードを使用するファイアドリルサービスグループ
の設定について
ファイアドリル設定ウィザードを使って、ファイアドリルを設定します。
このウィザードの具体的なタスクは次のとおりです。
■

ファイアドリルの実行中に変更されたブロックを保存するキャッシュオブジェクトを作成
します。これにより、ファイアドリルに必要なディスク領域とディスクスピンドルを最小限
に抑えます。

■

実際のアプリケーショングループを模倣する VCS サービスグループを設定します。

このウィザードは、単一のディスクグループを含むアプリケーショングループのみを対象と
して動作します。ウィザードでは、アプリケーションの最初の RVG を設定します。アプリ
ケーションに 1 つ以上の RVG がある場合、領域最適化スナップショットを作成し、参照
として最初の RVG を使い、VCS を手動で設定する必要があります。
fdsched スクリプトを使って、サービスグループを対象とするファイアドリルのスケジュー

ルを設定することもできます。
p.614 の 「ファイアドリルスケジュールの作成」 を参照してください。
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ファイアドリル設定ウィザードの実行
ウィザードを実行するには

1

VVR セカンダリサイトで［RVG セカンダリファイアドリルウィザード（RVG Secondary
Fire Drill Wizard）］を起動します。このサイトでは、アプリケーションサービスグルー
プをオフライン化し、サービスグループをセカンダリとしてオンライン化しておきます。
# /opt/VRTSvcs/bin/fdsetup

2

［ようこそ（Welcome）］画面を読み、Enter キーを押します。

3

ウィザードがグローバルサービスグループを識別します。ファイアドリル用のサービス
グループの名前を入力します。

4

領域最適化スナップショットに使えるディスクグループのボリュームの一覧を確認し
ます。スナップショット用に選択するボリュームを入力します。通常、複製するかどう
かにかかわらず、アプリケーションで使われるすべてのボリュームを準備する必要が
あります。ボリュームがすべてそろっていないと、スナップショットが失敗する場合が
あります。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。

5

スナップショットが存在する場合は、書き込みを保存するためのキャッシュサイズを
入力します。キャッシュサイズは、ファイアドリルの実行中に変更が予想されるブロッ
ク数を十分保存できる容量が必要です。ただし、キャッシュは、一杯になると自動的
に拡張されるよう設定されています。キャッシュを作成するディスクを入力します。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。

6

コマンドが実行され、ファイアドリルが設定されます。
プロンプトが表示されたら Enter キーを押します。
アプリケーショングループとその関連リソースが作成されます。ファイアドリルグルー
プとアプリケーション（Oracle など）用リソース、Mount および RVGSnapshot タイプ
のリソースも作成されます。
両サービスグループのアプリケーションリソースは、同じアプリケーション（この例では
同じデータベース）を定義しています。ウィザードは、アプリケーションリソースの
FireDrill 属性を 1 に設定し、実際のアプリケーションインスタンスおよびファイアドリ
ルサービスグループが同時にオンラインの場合、エージェントが同時性違反を報告
することのないようにします。

ファイアドリルサービスグループ内のローカル属性の設定につい
て
ファイアドリル設定ウィザードは、リソースのローカル化された属性値を認識しません。ア
プリケーションサービスグループにローカル（システム単位の）属性値を持つリソースがあ
る場合、ウィザードを実行した後にその値を手動で設定する必要があります。
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正常なファイアドリルの確認
コマンドラインまたは Cluster Manager（Java コンソール）を使ってファイアドリルサービ
スグループを手動で設定した場合、ファイアドリルサービスグループとアプリケーション
サービスグループ間に offline local 依存関係を設定してください。 この依存関係により、
プライマリサイトで災害が発生した場合にファイアドリルがアプリケーションのフェールオー
バーを妨げません。
アプリケーションを実行していないノードで、ファイアドリルサービスグループをオンライン
にします。ファイアドリルサービスグループがオンラインになることを確認します。この作業
により、ディザスタリカバリソリューションが正しく設定され、プライマリサイトで障害（災害）
が発生した場合は、運用サービスグループがセカンダリサイトにフェールオーバーするこ
とが検証されます。
ファイアドリルサービスグループがオンラインにならない場合は、VCS エンジンログを確
認して、問題のトラブルシューティングを行います。これにより、運用サービスグループで
必要な対応措置を取ることができます。
/tmp/fd-servicegroup.pid にあるファイアドリルのログも表示できます。

ファイアドリルサービスグループの機能を検証したら、このグループを必ずオフラインにし
てください。ファイアドリルサービスグループをオフラインにしなかった場合、運用環境で
の障害の原因になる可能性があります。たとえば、ファイアドリルサービスグループがオン
ラインになっているノードにアプリケーションサービスグループがフェールオーバーした場
合、リソースが競合し、両方のサービスに障害が発生します。

ファイアドリルスケジュールの作成
fdsched スクリプトを使って、サービスグループを対象とするファイアドリルのスケジュール
を設定することもできます。fdsched スクリプトは、クラスタ内で動作しているノードのうち、
番号が最小値であるノードでのみ動作するように設計されています。 スケジューラは、一
定の間隔で hagrp -online firedrill_group -any コマンドを実行します。
ファイアドリルスケジュールを作成するには

1

crontab に /opt/VRTSvcs/bin/fdsched ファイルを追加します。

2

ファイアドリルの可用性を高めるには、クラスタの各ノードに fdsched ファイルを追
加します。

グローバル環境での RemoteGroup エージェントを使用
した多層型アプリケーションのサポート
図 18-5 は、2 サイト、2 層の環境を表しています。L.A. と Denver の間でグローバルクラ
スタ化されているアプリケーションクラスタには、上方向と下方向の階層に対するクラスタ
依存関係があります。クラスタ 1（C1）は、クラスタ 3（C3）に対応するリモートサービスグ
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ループに依存しています。同時に、クラスタ 2（C2）も、クラスタ 4（C4）に対応するリモー
トサービスグループに依存しています。
図 18-5

VCS の 2 層グローバルクラスタ化アプリケーションとデータベース
ストックトン

アプリケーション層

デンバー

グローバルのローカルサービスグループ（LSG）
および RemoteGroup リソース（RGR）の組み合わせ

クラスタ 1（C1）

グローバルクラスタ

クラスタ 2（C2）

グローバルのリモートサービス
グループ（RSG）

データベース層

クラスタ 3（C3）

グローバルクラスタ

クラスタ 4（C4）

2 層 2 サイトの環境を実現できるのと同様に、3 層環境を結合することもできます。
図 18-6 は、2 サイト、3 層の環境を表しています。L.A. と Denver の間でグローバルクラ
スタ化されているアプリケーションクラスタには、上方向と下方向の階層に対するクラスタ
依存関係があります。クラスタ 1（C1）は、クラスタ 3（C3）に対応する DB 上の
RemoteGroup リソースに依存し、次にクラスタ 5（C5）に対応するリモートサービスグルー
プに依存しています。C2、C4、C6 に関するスタックも同様に機能します。
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図 18-6

3 層のグローバルクラスタ化アプリケーション、データベース、および
ストレージ
ストックトン

Web
アプリケーション層

デンバー

グローバルのローカルサービスグループ（LSG）
および RemoteGroup リソース（RGR）の組み合わせ

クラスタ 1（C1）

グローバルクラスタ

クラスタ 2（C2）

グローバルのミドルサービスグループ（GMG）
および RemoteGroup リソース（RGR）の組み合わせ

アプリケーション層

クラスタ 3（C3）

グローバルクラスタ

クラスタ 4（C4）

グローバルのリモートサービス
グループ（RSG）

データベース層

クラスタ 5（C5）

グローバルクラスタ

クラスタ 6（C6）

多層型環境に関するシナリオ
次のシナリオでは、4 つのクラスタの中に合計 8 つのシステムが存在しています。各層に
は 1 つのグローバルクラスタがあります。最上位層にあるグローバルのローカルサービス
グループは、最下位層にあるグローバルのリモートサービスグループに依存しています。
以下の main.cf ファイルは、この多層型環境を表します。FileOnOff リソースを使って、
複数の層の間での依存関係をテストします。明快さのためにいくつかの属性を編集した
こと、またこれらのクラスタがセキュアモードで動作していないことに注意してください。
図 18-7 に、テストのシナリオを示します。
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図 18-7

VCS の 2 層グローバルクラスタ化のシナリオ

サイト A

sysA

サイト B

sysB

C1= 10.182.10.145

sysW

sysC
グローバルクラスタ

sysX

C3= 10.182.6.152

C2= 10.182.10.146

sysY
グローバルクラスタ

sysD

sysZ

C4= 10.182.6.154

クラスタ 1 に対応する main.cf ファイルについて
最上位層にあるクラスタ 1（C1）に対応する main.cf ファイルの内容には、sysA ノードと
sysB ノードが含まれています。
include "types.cf"
cluster C1 (
ClusterAddress = "10.182.10.145"
)
remotecluster C2 (
ClusterAddress = "10.182.10.146"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { C2 }
AYATimeout = 30
Arguments @C2 = { "10.182.10.146" }
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)
system sysA (
)
system sysB (
)
group LSG (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1 }
ClusterList = { C2 = 0, C1 = 1 }
AutoStartList = { sysA, sysB }
ClusterFailOverPolicy = Auto
)
FileOnOff filec1 (
PathName = "/tmp/c1"
)
RemoteGroup RGR (
IpAddress = "10.182.6.152"
// The above IPAddress is the highly available address of C3—
// the same address that the wac uses
Username = root
Password = xxxyyy
GroupName = RSG
VCSSysName = ANY
ControlMode = OnOff
)

クラスタ 2 に対応する main.cf ファイルについて
最上位層にあるクラスタ 2（C2）に対応する main.cf ファイルの内容には、sysC ノードと
sysD ノードが含まれています。
include "types.cf"
cluster C2 (
ClusterAddress = "10.182.10.146"
)
remotecluster C1 (
ClusterAddress = "10.182.10.145"
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)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { C1 }
AYATimeout = 30
Arguments @C1 = { "10.182.10.145" }
)
system sysC (
)
system sysD (
)
group LSG (
SystemList = { sysC = 0, sysD = 1 }
ClusterList = { C2 = 0, C1 = 1 }
Authority = 1
AutoStartList = { sysC, sysD }
ClusterFailOverPolicy = Auto
)
FileOnOff filec2 (
PathName = filec2
)
RemoteGroup RGR (
IpAddress = "10.182.6.154"
// The above IPAddress is the highly available address of C4—
// the same address that the wac uses
Username = root
Password = vvvyyy
GroupName = RSG
VCSSysName = ANY
ControlMode = OnOff
)

クラスタ 3 に対応する main.cf ファイルについて
最下位層にあるクラスタ 3（C3）に対応する main.cf ファイルの内容には、sysW ノードと
sysX ノードが含まれています。
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include "types.cf"
cluster C3 (
ClusterAddress = "10.182.6.152"
)
remotecluster C4 (
ClusterAddress = "10.182.6.154"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { C4 }
AYATimeout = 30
Arguments @C4 = { "10.182.6.154" }
)
system sysW (
)
system sysX (
)
group RSG (
SystemList = { sysW = 0, sysX = 1 }
ClusterList = { C3 = 1, C4 = 0 }
AutoStartList = { sysW, sysX }
ClusterFailOverPolicy = Auto
)
FileOnOff filec3 (
PathName = "/tmp/filec3"
)

クラスタ 4 に対応する main.cf ファイルについて
最下位層にあるクラスタ 4（C4）に対応する main.cf ファイルの内容には、sysY ノードと
sysZ ノードが含まれています。
include "types.cf"
cluster C4 (
ClusterAddress = "10.182.6.154"
)
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remotecluster C3 (
ClusterAddress = "10.182.6.152"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { C3 }
AYATimeout = 30
Arguments @C3 = { "10.182.6.152" }
)
system sysY (
)
system sysZ (
)
group RSG (
SystemList = { sysY = 0, sysZ = 1 }
ClusterList = { C3 = 1, C4 = 0 }
Authority = 1
AutoStartList = { sysY, sysZ }
ClusterFailOverPolicy = Auto
)
FileOnOff filec4 (
PathName = "/tmp/filec4"
)
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19
Cluster Manager（Java コン
ソール）によるグローバルク
ラスタの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

グローバルクラスタについて

■

リモートクラスタの追加

■

リモートクラスタの削除

■

グローバルサービスグループの管理

■

グローバルハートビートの管理

グローバルクラスタについて
グローバルクラスタ環境を作成するプロセスでは、特定のクラスタ用の共通サービスグルー
プを作成し、特定のクラスタですべてのサービスグループがオンライン化可能であること
を確認し、スタンドアロンクラスタを接続し、すべてのクラスタに共通のサービスグループ
をグローバルサービスグループに変換します。コンソールを使って、リモートクラスタを追
加および削除し、グローバルサービスグループを作成し、クラスタハートビートを管理しま
す。
グローバルクラスタ環境を作成するには、次の条件を満たす必要があります。
■

すべてのサービスグループが正しく設定されており、オンライン化が可能である。

■

グローバルグループとして機能するサービスグループが、すべてのアプリケーション
クラスタで同じ一意の名前を持つ。

■

各クラスタが同じバージョンの VCS を使っている。
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■

各クラスタが同じオペレーティングシステムを使っている。

■

各クラスタはスタンドアロンであり、他のグローバルクラスタ環境に属していない。

Java コンソールを使うと、OFFLINE 状態のグローバルクラスタの障害を生成およびクリ
アするプロセスをシミュレートできます。シミュレートには、VCS Simulator を使います。
p.303 の 「VCS シミュレータについて」 を参照してください。
リモートクラスタを操作するには、各クラスタに同じ名前と権限を持つ VCS ユーザーを設
定する必要があります。
p.85 の 「グローバルクラスタでのユーザー権限」 を参照してください。

リモートクラスタの追加
Cluster Explorer には、スタンドアロンクラスタのリンクを設定することによってグローバル
クラスタを作成できるウィザードが用意されています。コマンドセンターを使って操作でき
るのは、ローカルクラスタ上のリモートクラスタだけです。
■

2 つのスタンドアロンクラスタを使って初めてグローバルクラスタ環境を作成する場合
は、いずれか一方のクラスタからウィザードを実行します。

■

既存のグローバルクラスタ環境に 1 つのスタンドアロンクラスタを追加する場合は、す
でにグローバルクラスタ環境下にあるクラスタからウィザードを実行します。

Cluster Explorer の［リモートクラスタ設定ウィザード（Remote Cluster Configuration
Wizard）］では、次の情報が必要です。
■

グローバル設定の各クラスタまたは設定に追加するクラスタのアクティブなホスト名ま
たは IP アドレス。

■

各クラスタに設定されているクラスタの管理者のユーザー名とパスワード。

■

設定に追加するクラスタの管理者のユーザー名とパスワード。

メモ: Symantec では、すでにグローバルクラスタ環境に属しているクラスタの追加はサ
ポートしていません。あるグローバルクラスタ環境のクラスタ（たとえばクラスタ A および
B）と別のグローバルクラスタ環境のクラスタ（クラスタ C および D）を結合するには、クラス
タ C および D を切り離してスタンドアロンにし、それらを 1 つずつクラスタ A および B が
属している環境に追加します。
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Cluster Explorer でリモートクラスタをグローバルクラスタ環境に追加するには

1

Cluster Explorer でリモートクラスタをグローバルクラスタ環境に追加するには、次
のいずれかを実行します。
Cluster Explorer で、［編集（Edit）］メニューの［リモートクラスタの追加/削除
（Add/Delete Remote Cluster）］をクリックします。
または
Cluster Explorer の設定ツリーでクラスタ名を右クリックし、［リモートクラスタの追加/
削除（Add/Delete Remote Clusters）］をクリックします。

2

リモートクラスタ設定ウィザードの必要情報を確認し、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［ウィザードオプション（Wizard Options）］ダイアログボックスで、［クラスタの追加（Add
Cluster）］をクリックし、［次へ（Next）］をクリックします。

4

新しいクラスタの詳細情報を入力します。
クラスタがセキュアモードで動作していない場合は、次の手順に従います。

■

クラスタシステムのホスト名、クラスタシステムの IP アドレスまたはグローバル環
境に追加するクラスタの IP アドレスを入力します。

■

ポート番号を確認します。

■

ユーザー名およびパスワードを入力します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

クラスタがセキュアモードで動作している場合は、次の手順に従います。
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■

クラスタシステムのホスト名、クラスタシステムの IP アドレスまたはグローバル環
境に追加するクラスタの IP アドレスを入力します。

■

ポート番号を確認します。

■

現在のクラスタ接続に使った信用証明を使ってリモートクラスタに接続することを
選択します。または、ユーザー名、パスワード、ドメインを含む新しい信用証明を
入力します。
前にウィザードを使ってリモートクラスタに接続したことがある場合は、以前の接
続の信用証明を使えます。
［次へ（Next）］をクリックします。

5

既存のリモートクラスタの詳細情報を入力します。管理者権限でこの情報を使うと、
ウィザードからすべてのクラスタに接続し、設定を変更できます。

6

［設定（Configure）］アイコンをクリックします。
クラスタがセキュアモードで動作していない場合は、次の手順に従います。
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■

クラスタシステムのホスト名、クラスタシステムの IP アドレスまたはグローバル環
境に追加するクラスタの IP アドレスを入力します。

■

ポート番号を確認します。

■

ユーザー名を入力します。

■

パスワードを入力します。

■

［OK］をクリックします。

■

グローバル環境のクラスタごとに上の手順を繰り返します。

クラスタがセキュアモードで動作している場合は、次の手順に従います。

■

クラスタシステムのホスト名、クラスタシステムの IP アドレスまたはグローバル環
境に追加するクラスタの IP アドレスを入力します。

■

ポート番号を確認します。

■

現在のクラスタ接続に使った信用証明を使ってリモートクラスタに接続することを
選択します。または、ユーザー名、パスワード、ドメインを含む新しい信用証明を
入力します。
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■

［OK］をクリックします。

7

［次へ（Next）］をクリックします。

8

［完了（Finish）］をクリックします。ウィザードを実行した後に、すべての関連クラスタ
に対する設定ファイルは開かれ変更されますが、ウィザードによって設定ファイルが
閉じられることはありません。

コマンドセンターでリモートクラスタをグローバルクラスタ環境に追加するには

1

［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、［クラスタオブジェクト（Cluster
Objects）］、［リモートクラスタの追加（Add Remote Cluster）］の順にクリックします。

2

クラスタの名前を入力します。

3

クラスタの IP アドレスを入力します。

4

［適用（Apply）］をクリックします。
メモ: コマンドセンターを使って実行できるのは、ローカルクラスタ上の操作だけで
す。この操作によるグローバルクラスタ環境への影響はありません。

リモートクラスタの削除
リモートクラスタ設定ウィザードを使って、リモートクラスタを削除できます。
この操作は次の手順で行います。
■

グローバル環境から削除するクラスタ上で、wac リソースを監視するよう設定されてい
る ApplicationProcess リソースをオフラインにします。たとえば、クラスタ C1 および
C2 が含まれるグローバル環境から C2 を削除するには、C2 にログインし、wac リソー
スをオフラインにします。

■

［グローバルグループ設定ウィザード（Global Group Configuration Wizard）］を使っ
て、他のグローバルグループのクラスタリストから特定のクラスタ（C2）の名前を削除し
ます。Cluster Explorer の［リモートクラスタ設定ウィザード（Remote Cluster
Configuration Wizard）］では、ハートビート対象のクラスタリストを更新します。［グロー
バルグループ設定ウィザード（Global Group Configuration Wizard）］を使う前にロー
カルクラスタ（C1）にログインし、この作業を行います。

■

リモートクラスタ設定ウィザードを使って、クラスタ（C2）をローカルクラスタ（C1）から削
除します。

メモ: リモートクラスタがグローバルサービスグループまたはグローバルハートビートのクラ
スタリストに表示されている場合や、クラスタが RUNNING、BUILD、INQUIRY、EXITING、
TRANSITIONING のいずれかの状態にある場合は、クラスタを削除できません。
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wac リソースをオフライン化するには

1

Cluster Monitor で、グローバルクラスタ環境から削除するクラスタにログインします。

2

次のいずれかを実行します。
Cluster Explorer 設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、
［ClusterService］グループの［アプリケーション（Application）］タイプの下にある
［wac］リソースを右クリックします。
または
設定ツリーで ClusterService グループをクリックし、［リソース（Resources）］タブを
クリックして、表示パネルのリソースを右クリックします。

3

［オフライン（Offline）］をクリックし、メニューで適切なシステムをクリックします。

グローバルグループのクラスタリストからクラスタを削除するには

1

Cluster Explorer で、編集（Edit）メニューの［グローバルグループの設定（Configure
Global Groups）］をクリックします。

2

［次へ（Next）］をクリックします。

3

変更するサービスグループの詳細情報を次のように入力します。

4

■

サービスグループの名前をクリックします。

■

グローバルクラスタからローカルクラスタへ変換するために、左矢印をクリックし、
クラスタ名をクラスタリストから［使用可能なクラスタ（Available Clusters）］ボック
スに移動します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

各クラスタの接続詳細を入力または確認します。［設定（Configure）］アイコンをクリッ
クし、各クラスタのリモートクラスタ情報を確認します。
クラスタがセキュアモードで動作していない場合は、次の手順に従います。
■

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。

■

ポート番号を確認します。

■

ユーザー名を入力します。

■

パスワードを入力します。

■

［OK］をクリックします。

クラスタがセキュアモードで動作している場合は、次の手順に従います。
■

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。

■

ポート番号を確認します。
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■

接続されているクラスタの信用証明を使ってリモートクラスタに接続することを選
択します。または、ユーザー名、パスワード、ドメインを含む新しい信用証明を入
力します。

■

［OK］をクリックします。

5

［次へ（Next）］をクリックします。

6

［完了（Finish）］をクリックします。

ローカルクラスタからリモートクラスタを削除するには

1

次のいずれかを実行します。
Cluster Explorer で、［編集（Edit）］メニューの［リモートクラスタの追加/削除
（Add/Delete Remote Cluster）］をクリックします。
または
Cluster Explorer の設定ツリーでクラスタ名を右クリックし、［リモートクラスタの追加/
削除（Add/Delete Remote Clusters）］をクリックします。

2

［リモートクラスタ設定ウィザード（Remote Cluster Configuration Wizard）］の必要
情報を確認し、［次へ（Next）］をクリックします。

3

［ウィザードオプション（Wizard Options）］ダイアログボックスで、［クラスタの削除
（Delete Cluster）］をクリックし、［次へ（Next）］をクリックします。

4

［クラスタの削除（Delete Cluster）］ダイアログボックスで、削除するリモートクラスタの
名前をクリックして［次へ（Next）］をクリックします。

5

各クラスタの接続詳細を確認します。［設定（Configure）］アイコンをクリックし、各ク
ラスタのリモートクラスタ情報を確認します。

クラスタがセキュアモードで動作していない場合は、次の手順に従います。
■

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。

■

ポート番号を確認します。
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■

ユーザー名を入力します。

■

パスワードを入力します。

■

［OK］をクリックします。

クラスタがセキュアモードで動作している場合は、次の手順に従います。

6

■

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。

■

ポート番号を確認します。

■

現在のクラスタ接続に使った信用証明を使ってリモートクラスタに接続することを
選択します。または、ユーザー名、パスワード、ドメインを含む新しい信用証明を
入力します。

■

前にウィザードを使ってリモートクラスタに接続したことがある場合は、以前の接
続の信用証明を使えます。

■

［OK］をクリックします。

［完了（Finish）］をクリックします。

グローバルサービスグループの管理
グローバルクラスタ環境にクラスタを接続したら、［グローバルグループ設定ウィザード
（Global Group Configuration Wizard）］を使って、ローカルサービスグループをグロー
バルクラスタに共通のグローバルグループに変換します。また、このウィザードでは、グ
ローバルグループをローカルグループに変更することもできます。
グローバルグループを作成するには、次の条件を満たす必要があります。
■

グローバルグループとして機能するグループが、適用可能なすべてのクラスタで同じ
名前を持つ。

■

設定にある各クラスタの管理者のユーザー名とパスワードを把握している。

Cluster Explorer を使って、グローバルグループをオンラインにし、リモートクラスタのグ
ローバルグループをオフラインにします。

ローカルグループとグローバルグループの変換
ローカルグループとグローバルグループを変換するには、次の手順を実行します。
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ローカルグループとグローバルグループを変換するには

1

次のいずれかを実行します。
Cluster Explorer で、編集（Edit）メニューの［グローバルグループの設定...（Configure
Global Groups...）］をクリックします。
または
Cluster Explorer 設定ツリーでサービスグループを右クリックし、［グローバルとして
設定...（Configure As Global...）］または［ローカルの作成...（Make Local...）］をク
リックして、3 に進みます。

2

グローバルグループ設定ウィザードの必要情報を確認し、［次へ（Next）］をクリックし
ます。

3

変更するサービスグループの詳細情報を入力します。

■

ローカルグループからグローバルグループ（またはこの逆）に変換するサービス
グループの名前をクリックします。

■

［使用可能なクラスタ（Available Clusters）］ボックスで、グループをオンラインに
できるクラスタをクリックします。 右矢印をクリックし、クラスタ名を［サービスグルー
プのクラスタ（Clusters for Service Group）］ボックスに移動します。グローバル
クラスタをローカルクラスタに変更する場合は、左矢印をクリックし、クラスタ名を
［使用可能なクラスタ（Available Clusters）］ボックスに戻します。優先度番号（0
から開始）は、グループがオンライン化するクラスタを示します。 必要に応じて、
［優先順位（Priority）］カラムのエントリをダブルクリックして、新しい値を入力しま
す。

■

クラスタのフェールオーバーのポリシーを次の中から 1 つ選択します。
■

［マニュアル（Manual）］を選択すると、グループは別のクラスタに自動的に
フェールオーバーしなくなります。

■

［自動（Auto）］を選択すると、グループがクラスタ内でフェールオーバーでき
ない場合や、クラスタ全体に障害が発生した場合、そのグループは別のクラ
スタに自動的にフェールオーバーします。
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■

■

4

［接続済み（Connected）］を選択すると、グループがクラスタ内でフェール
オーバーできない場合、そのグループは別のクラスタに自動的にフェール
オーバーします。

［次へ（Next）］をクリックします。

各クラスタの接続詳細を入力または確認します。

［設定（Configure）］アイコンをクリックし、各クラスタのリモートクラスタ情報を確認し
ます。
クラスタがセキュアモードで動作していない場合は、次の手順に従います。
■

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。

■

ポート番号を確認します。

■

ユーザー名およびパスワードを入力します。

■

［OK］をクリックします。

グローバル環境のクラスタごとに上の手順を繰り返します。
クラスタがセキュアモードで動作している場合は、次の手順に従います。
■

リモートクラスタの IP アドレス、クラスタシステムの IP アドレスまたはホスト名を入
力します。

■

ポート番号を確認します。

■

現在のクラスタ接続に使った信用証明を使ってリモートクラスタに接続することを
選択します。または、ユーザー名、パスワード、ドメインを含む新しい信用証明を
入力します。
前にウィザードを使ってリモートクラスタに接続したことがある場合は、以前の接
続の信用証明を使えます。

■

［OK］をクリックします。

グローバル環境のクラスタごとに上の手順を繰り返します。
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5

［リモートクラスタ情報（Remote cluster information）］ダイアログボックスで、［次へ
（Next）］をクリックします。

6

［完了（Finish）］をクリックします。

リモートクラスタのサービスグループのオンライン化
このトピックでは、リモートクラスタのサービスグループをオンラインにする方法について説
明します。
リモートクラスタのサービスグループをオンラインにするには

1

次の処理を行います。
ローカルクラスタの Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service
Groups）］タブで、サービスグループを右クリックします。
または
設定ツリーでローカルクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タ
ブをクリックして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［オンライン（Online）］、［リモートオンライン...（Remote online...）］の順にクリックし
ます。

3

［グローバルグループのオンライン（Online global group）］ダイアログボックスで、次
の操作を行います。

4

■

グループをオンラインにするリモートクラスタをクリックします。

■

特定のシステムをクリックするか、［任意のシステム（Any System）］をクリックし、
グループをオンラインにします。

■

［OK］をクリックします。

［確認（Question）］ダイアログボックスで、［はい（Yes）］をクリックします。

リモートクラスタのサービスグループのオフライン化
このトピックでは、リモートクラスタのサービスグループをオフラインにする方法について説
明します。
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リモートクラスタのサービスグループをオフラインにするには

1

次の処理を行います。
ローカルクラスタの Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service
Groups）］タブで、サービスグループを右クリックします。
または
設定ツリーでローカルクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タ
ブをクリックして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［オフライン（Offline）］、［リモートオフライン...（Remote offline...）］の順にクリックし
ます。

3

［グローバルグループのオフライン（Offline global group）］ダイアログボックスで、次
の手順に従います。

4

■

グループをオフラインにするリモートクラスタをクリックします。

■

特定のシステムをクリックするか、［すべてのシステム（All Systems）］をクリックし、
グループをオフラインにします。

■

［OK］をクリックします。

［確認（Question）］ダイアログボックスで、［はい（Yes）］をクリックします。

サービスグループからリモートクラスタへの切り替え
このトピックでは、サービスグループをリモートクラスタに切り替える方法について説明し
ます。
サービスグループをリモートクラスタに切り替えるには

1

次の処理を行います。
ローカルクラスタの Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service
Groups）］タブで、サービスグループを右クリックします。
または
設定ツリーでローカルクラスタをクリックし、［サービスグループ（Service Groups）］タ
ブをクリックして、表示パネルのサービスグループアイコンを右クリックします。

2

［切り替え（Switch To）］、［リモート切り替え...（Remote switch...）］の順に選択しま
す。

3

［グローバルグループの切り替え（Switch global group）］ダイアログボックスで、次
の手順に従います。
■

グループを切り替えるクラスタをクリックします。

■

特定のシステムをクリックするか、［任意のシステム（Any System）］をクリックし、
グループを切り替えます。
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グループの切り替えを行うようシステムを設定し、PreSwitch 属性の値が 1 に設
定されている場合、VSC エンジンは、PreSwitch アクションをサポートしているリ
ソースに対してこのアクションを呼び出します。これらのアクションをスキップした
い場合は、PreSwitch 属性の値を一時的に 0 に設定する必要があります。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。

4

［確認（Question）］ダイアログボックスで、［はい（Yes）］をクリックします。

グローバルハートビートの管理
Cluster Explorer を使って、グローバルクラスタ環境のハートビートを追加、変更および
削除します。 Icmp ハートビートは、すべての IP アドレスに同時に Icmp パケットを送信
します。IcmpS ハートビートは、IP アドレスに Icmp パケットを順番に 1 つずつ送信しま
す。グローバルクラスタ化を行うには、クラスタ間に少なくとも 1 つのハートビートが必要
です。Icmp ハートビートは、クラスタが環境に追加されるときに追加されます。さらなる予
防策としてハートビートを追加することもできます。

グローバルハートビートの追加
このトピックでは、グローバルハートビートを追加する方法について説明します。
Cluster Explorer でクラスタを追加するには

1

編集（Edit）メニューで、［ハートビートの設定（Configure Heartbeats）］をクリックし
ます。

2

［ハートビート設定（Heartbeat Configuration）］ダイアログボックスで、次の手順に
従います。

■

ハートビートの名前を入力します。

■

クラスタ名の横にあるチェックボックスを選択し、このクラスタをハートビートのクラ
スタリストに追加します。

■

［設定（Configure）］カラムのアイコンをクリックし、［ハートビート設定（Heartbeat
Settings）］ダイアログボックスを開きます。
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■

Arguments 属性とさまざまな［タイムアウト（Timeout）］および［間隔（Interval）］
フィールドの値を指定します。 ［+］をクリックして引数値を追加するか、［-］をクリッ
クして引数値を削除します。

■

［OK］をクリックします。

■

［ハートビート設定（Heartbeat Configuration）］ダイアログボックスで、［OK］をク
リックします。

コマンドセンターでクラスタハートビートを追加するには

1

［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、［クラスタオブジェクト（Cluster
Objects）］、［ハートビートの追加（Add Heartbeat）］の順に選択します。

2

ハートビートの名前を入力します。

3

［適用（Apply）］をクリックします。

グローバルハートビートの変更
このトピックでは、グローバルハートビートを変更する方法について説明します。
グローバルハートビートを変更するには

1

Cluster Explorer で、編集（Edit）メニューの［ハートビートの設定（Configure
Heartbeats）］をクリックします。

2

［ハートビート設定（Heartbeat Configuration）］ダイアログボックスで、次の手順に
従います。

■

［既存のハートビート（Existing Heartbeat）］をクリックします。

■

メニューにある既存のハートビートの名前をクリックします。

■

クラスタ名の横にあるチェックボックスをオンにして、このクラスタをハートビートの
クラスタリストに追加するか、チェックボックスをオフにしてクラスタをリストから削除
します。

■

必要に応じて、［設定（Configure）］カラムのアイコンをクリックし、［ハートビート
設定（Heartbeat Settings）］ダイアログボックスを開きます。それ以外の場合は、
最後の手順に進んでください。
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■

Arguments 属性とさまざまな［タイムアウト（Timeout）］および［間隔（Interval）］
フィールドの値を変更します。 ［+］をクリックして引数値を追加するか、［-］をクリッ
クして引数値を削除します。

■

［OK］をクリックします。

■

［ハートビート設定（Heartbeat Configuration）］ダイアログボックスで、［OK］をク
リックします。

グローバルハートビートの削除
このトピックでは、グローバルハートビートを削除する方法について説明します。 グローバ
ルクラスタ間の最後のハートビートを削除することはできません。
コマンドセンターでクラスタハートビートを削除するには

1

［コマンド（Commands）］、［設定（Configuration）］、［クラスタオブジェクト（Cluster
Objects）］、［ハートビートの削除（Delete Heartbeat）］の順に選択します。

2

削除するハートビートをクリックします。

3

［適用（Apply）］をクリックします。
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20
コマンドラインによるグロー
バルクラスタの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

コマンドラインによるグローバルクラスタの管理について

■

グローバルクラスタの設定でのグローバルクエリーについて

■

グローバルクラスタ設定でのグローバルサービスグループの管理

■

グローバルクラスタ設定でのリソースの管理

■

グローバルクラスタ設定でのクラスタの管理

■

グローバルクラスタ設定でのハートビートの管理

コマンドラインによるグローバルクラスタの管理について
リモートクラスタを操作するには、各クラスタに同じ名前と権限を持つ VCS ユーザーを設
定する必要があります。
p.85 の 「グローバルクラスタでのユーザー権限」 を参照してください。
コマンドラインからのグローバルクラスタの管理については、次の手順を確認してくださ
い。
p.639 の 「グローバルクラスタの設定でのグローバルクエリーについて」 を参照してくださ
い。
p.645 の 「グローバルクラスタ設定でのグローバルサービスグループの管理」 を参照して
ください。
p.647 の 「グローバルクラスタ設定でのリソースの管理」 を参照してください。
p.648 の 「グローバルクラスタ設定でのクラスタの管理」 を参照してください。
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p.651 の 「グローバルクラスタ設定でのハートビートの管理」 を参照してください。

グローバルクラスタの設定でのグローバルクエリーにつ
いて
VCS では、リソース、サービスグループ、システム、リソースタイプ、エージェントおよびク
ラスタなど、グローバルクラスタオブジェクトにクエリーを発行できます。クエリーコマンド
は、クラスタ内の任意のシステムから実行できます。グローバルクラスタ設定またはシステ
ム状態を表示するコマンドは、すべてのユーザーが実行できます。root 権限は必要あり
ません。クエリーを発行できるのは、グローバルサービスグループに対してのみです。
p.639 の 「グローバルクラスタサービスグループのクエリー」 を参照してください。
p.640 の 「複数のクラスタ全体のリソースのクエリー」 を参照してください。
p.642 の 「システムのクエリー」 を参照してください。
p.642 の 「クラスタのクエリー」 を参照してください。
p.644 の 「状態のクエリー」 を参照してください。
p.644 の 「ハートビートのクエリー」 を参照してください。

グローバルクラスタサービスグループのクエリー
このトピックでは、グローバルクラスタサービスグループでクエリーを実行する方法につい
て説明します。
サービスグループ属性値を表示するには
◆

クラスタ全体のサービスグループ属性値を表示するには、次のコマンドを使います。
hagrp -value service_group attribute [system]
[-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタの属性値が表示され
ます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指定します。
ローカルスコープの属性の場合は、システム名を指定する必要があります。ただし、
コマンドを実行するシステム属性のクエリーを実行する場合を除きます。
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サービスグループの状態を表示するには
◆

クラスタ全体のサービスグループの状態を表示するには、次のコマンドを使います。
hagrp -state [service_groups -sys systems]
[-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタのすべてのサービス
グループの状態が表示されます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指
定します。
サービスグループ情報を表示するには
◆

クラスタ全体のサービスグループ情報を表示するには、次のコマンドを使います。
hagrp -display [service_groups] [-attribute attributes]
[-sys systems] [-clus cluster | -localclus]

オプション -clus は、グローバルグループのみに適用されます。グループがローカ
ルの場合、クラスタ名はローカルクラスタ名である必要があります。そうでない場合、
情報は表示されません。
クラスタ内のサービスグループを表示するには
◆

クラスタ内のサービスグループを表示するには、次のコマンドを使います。
hagrp -list [conditionals] [-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタのすべてのサービス
グループが一覧表示されます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指定
します。
サービスグループコマンドの使用法を表示するには
◆

サービスグループコマンドの使用法を表示するには、次のコマンドを使います。
hagrp [-help [-modify|-link|-list]]

複数のクラスタ全体のリソースのクエリー
このトピックでは、リソースでクエリーを実行する方法について説明します。
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リソースの属性値を表示するには
◆

複数のクラスタ全体のリソース属性値を表示するには、次のコマンドを使います。
hares -value resource attribute [system]
[-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタの属性値が表示され
ます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指定します。
ローカルスコープの属性の場合は、システム名を指定する必要があります。ただし、
コマンドを実行するシステム属性のクエリーを実行する場合を除きます。
リソースの状態を表示するには
◆

複数のクラスタ全体のリソースの状態を表示するには、次のコマンドを使います。
hares -state [resource -sys system]
[-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、指定されたクラスタのすべてのリソースの状態が表示さ
れます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指定します。 システムを指
定すると、そのシステムのリソースの状態が表示されます。
リソースの情報を表示するには
◆

複数のクラスタ全体のリソース情報を表示するには、次のコマンドを使います。
hares -display [resources] [-attribute attributes]
[-group service_groups] [-type types] [-sys systems]
[-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタのすべてのサービス
グループが一覧表示されます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指定
します。
複数のクラスタ全体のリソースのリストを表示するには
◆

複数のクラスタ全体のリソースのリストを表示するには、次のコマンドを使います。
hares -list [conditionals] [-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタ上のグローバルサー
ビスグループに属する、指定された条件を満たすすべてのリソースが一覧表示され
ます。
リソースコマンドの使用法を表示するには
◆

リソースコマンドの使用法を表示するには、次のコマンドを使います。
hares -help [-modify | -list]

641

第 20 章 コマンドラインによるグローバルクラスタの管理
グローバルクラスタの設定でのグローバルクエリーについて

642

システムのクエリー
このトピックでは、システムのクエリーを実行する方法を説明します。
システムの属性値を表示するには
◆

複数のクラスタ全体のシステム属性値を表示するには、次のコマンドを使います。
hasys -value system attribute [-clus cluster | -localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタのシステム属性の値
が表示されます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指定します。
クラスタ全体のシステムの状態を表示するには
◆

複数のクラスタ全体のシステムの状態を表示するには、次のコマンドを使います。
hasys -state [system] [-clus cluster | -localclus]

指定したシステムの現在の状態が表示されます。オプション -clus を使うと、変数
cluster で指定されたクラスタの状態が表示されます。オプション -localclus は、
ローカルクラスタを指定します。システムを指定しない場合、コマンドはすべてのシス
テムの状態を表示します。
クラスタ全体の各システムの情報について
◆

クラスタ全体の各システムについての情報を表示するには、次のコマンドを使いま
す。
hasys -display [systems] [-attribute attributes] [-clus cluster |
-localclus]

オプション -clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタのシステム（指定した
場合）の属性値が表示されます。オプション -localclus は、ローカルクラスタを指
定します。
クラスタ全体のシステムの一覧について
◆

複数のクラスタ全体のシステムのリストを表示するには、次のコマンドを使います。
hasys -list [conditionals] [-clus cluster | -localclus]

指定した条件文に一致する値を持つシステムのリストが表示されます。オプション
-clus を使うと、変数 cluster で指定されたクラスタのシステムが表示されます。オ
プション -localclus は、ローカルクラスタを指定します。

クラスタのクエリー
このトピックでは、クラスタでクエリーを実行する方法を説明します。
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特定のクラスタの特定のクラスタ属性の値について
◆

特定のクラスタで特定のクラスタ属性の値を取得するには、次のコマンドを使います。
haclus -value attribute [cluster] [-localclus]

属性はこのコマンドで指定する必要があります。クラスタ名を指定しない場合、コマ
ンドはローカルクラスタの属性値を表示します。
ローカルまたはリモートクラスタの状態を表示するには
◆

ローカルまたはリモートクラスタの状態を表示するには、次のコマンドを使います。
haclus -state [cluster] [-localclus]

変数 cluster はクラスタを表します。クラスタを指定しない場合、ローカルクラスタの
状態と、ローカルクラスタによって表示されるようにすべてのリモートクラスタオブジェ
クトの状態が表示されます。
ローカルまたはリモートクラスタの状態の情報について
◆

ローカルまたはリモートクラスタの状態の情報については、次のコマンドを使います。
haclus -display [cluster] [-localclus]

クラスタを指定しない場合、ローカルクラスタの情報が表示されます。
ローカルとリモートクラスタの一覧について
◆

ローカルクラスタとリモートクラスタのリストについては、次のコマンドを使います。
haclus -list [conditionals]

指定された条件を満たすクラスタを、ローカルクラスタから始めてリストします。
クラスタコマンドの使用法を表示するには
◆

クラスタコマンドの使用法を表示するには、次のコマンドを使います。
haclus [-help [-modify]]

障害が発生したクラスタの状態を表示するには
◆

障害が発生したクラスタの状態を表示するには、次のコマンドを使います。
haclus -status cluster

障害が発生した指定したクラスタの状態を表示します。クラスタが指定されていない
場合、コマンドは障害が発生したすべてのクラスタの状態を表示します。障害が発
生する前に OFFLINE または FAULTED の状態になっていなかったサービスグルー
プをリストします。また、リストされたクラスタとサービスグループのための修正措置を
提案します。
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状態のクエリー
このトピックでは、リモートクラスタとローカルクラスタの状態のクエリーを実行する方法を
説明します。
ローカルおよびリモートクラスタの状態を表示するには
◆

ローカルクラスタとリモートクラスタの状態を取得するには、次のコマンドを使います。
hastatus

ハートビートのクエリー
hahb コマンドを使って、ローカルクラスタから発行される WAN ハートビートを管理しま
す。 管理者は、ハートビートコマンドや、インターネット、サテライトまたはストレージレプリ
ケーションテクノロジなどの機構を介してリモートクラスタの状態を監視できます。ハート
ビートコマンドは、発行元のクラスタに対してのみ適用できます。
メモ: ハートビートを追加、削除、変更するには、Cluster Administrator 権限が必要で
す。
次のコマンドは、コマンドラインから実行します。
ローカルクラスタに設定されているハートビートのリストを表示するには
◆

ローカルクラスタで設定されているハートビートのリストには、次のコマンドを使いま
す。
hahb -list [conditionals]

変数 conditionals は、一覧表示するハートビートに適用する必要がある条件を示し
ます。
ローカルクラスタに設定されているハートビートに関する情報を表示するには
◆

ローカルクラスタに設定されているハートビートに関する情報を表示するには、次の
コマンドを使います。
hahb -display [heartbeat ...]

heartbeat を指定しない場合は、ローカルクラスタに設定されているすべてのハート
ビートに関する情報が表示されます。
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リモートクラスタ上のハートビートの状態を表示するには
◆

リモートクラスタのハートビートの状態を表示するには、次のコマンドを使います。
hahb -state [heartbeat] [-clus cluster]

たとえば、ローカルクラスタからリモートクラスタ phoenix へのハートビート Icmp の
状態を表示するには、次のように入力します。
hahb -state Icmp -clus phoenix

設定されているハートビートの属性値を表示するには
◆

設定されているハートビートの属性値を表示するには、次のコマンドを使います。
hahb -value heartbeat attribute [-clus cluster]
-value オプションを使うと、特定のハートビートの単一の属性値が表示されます。

クラスタ固有の属性値の場合はクラスタ名を指定する必要がありますが、グローバル
属性に指定する必要はありません。
たとえば、ハートビート Icmp の ClusterList 属性値を表示するには、次のように入
力します。
hahb -value Icmp ClusterList

この場合、ClusterList はグローバル属性です。
hahb コマンドの使用法を表示するには
◆

hahb コマンドの使用法を表示するには、次のコマンドを使います。
hahb [-help [-modify]]

-modify オプションを指定すると、hahb -modify オプションの使用法が表示されま
す。

グローバルクラスタ設定でのグローバルサービスグルー
プの管理
VCS グローバルクラスタオプションの操作は、ログインしたユーザーの権限に応じて、使
えるものが制限されます。各ユーザーロールに応じた権限に従って、クラスタ間のサービ
スグループへの操作が実行されます。
このトピックでは、グローバルサービスグループを管理するためのコマンドについて記述
します。
詳しくは hagrp（1M）のマニュアルページを参照してください。
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グローバルクラスタ設定でグローバルサービスグループを管理するには
◆

グローバルサービスグループに対して実行する管理タスクのタイプに応じて、次のよ
うに hagrp コマンドを実行します。
クラスタ間のサービ hagrp -online -force
スグループを初めて
オンライン化するに
は
クラスタ間のサービ hagrp -online service_group -sys system [-clus
スグループをオンラ cluster | -localclus]
イン化するには
オプション -clus を使うと、クラスタに指定されているシステム上でサー
ビスグループがオンラインになります。システムが指定されていない場
合、サービスグループはクラスタ内の任意のノードでオンラインになり
ます。 オプション -localclus を使うと、ローカルクラスタのサービス
グループがオンラインになります。
いずれかのノードで hagrp -online [-force] service_group -any [-clus
サービスグループを cluster | -localclus]
オンライン化するに
オプション -any を指定すると、HAD により、サービスグループワーク
は
ロード管理と既存のグループ依存関係の必要条件に基づいて、最適
なシステム上でフェールオーバーグループがオンライン化されます。
パラレルグループをオンライン化する場合、HAD により、SystemList
属性に指定されているシステムごとにグループがオンライン化されま
す。
サービスグループの hagrp -resources service_group [-clus
リソースを表示する cluster_name | -localclus]
には
オプション -clus を使うと、変数 cluster_name で指定されたクラス
タの情報が表示されます。オプション -localclus は、ローカルクラ
スタを指定します。
クラスタ間のサービ hagrp -offline [-force] [-ifprobed] service_group
スグループをオフラ -sys system [-clus cluster | -localclus]
イン化するには
オプション -clus を使うと、クラスタに指定されているシステム上でサー
ビスグループがオフラインになります。
サービスグループを hagrp -offline [-ifprobed] service_group -any
任意のシステム上で [-clus cluster | -localclus]
オフライン化するに
オプション -any を指定すると、HAD により、フェールオーバーグルー
は
プがオンラインになっているシステム上でオフライン化されます。パラレ
ルグループの場合、HAD により、グループがオンラインになっている
システムごとにグループがオフライン化されます。HAD は、グループを
オフライン化する際に、既存のグループ依存関係に従います。
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クラスタ間のサービ hagrp -switch service_group -to system [-clus
スグループを切り替 cluster | -localclus [-nopre]]
えるには
オプション -clus は、サービスグループを切り替える対象のクラスタ
を指定します。サービスグループは、-to システム引数によって指定さ
れているシステム上でオンラインになります。システムが指定されてい
ない場合、サービスグループは特定のクラスタ内の任意のノードに切
り替えられます。
-nopre オプションは、PreSwitch サービスグループ属性の値に関係
なく、VCS エンジンがサービスグループを切り替える必要があることを
示します。
任意のシステムで
hagrp -switch service_group -any [-clus cluster
サービスグループを | -localclus]
切り替えるには
オプション -any を指定すると、グループの FailOverPolicy 属性の値
に基づいて、VCS エンジンはサービスグループを、オンラインになっ
ていないシステムのうち最適なシステムに切り替えます。VCS エンジン
は、グローバルサービスグループを、システムから、ローカルクラスタ内
またはリモートクラスタ内にある他のシステムに切り替えます。
-clus オプションを指定しなかった場合、VCS エンジンはデフォルト
で -localclus オプションを想定し、ローカルクラスタ内で利用可能
なシステムを選択します。
オプション -clus は、サービスグループを切り替える対象のリモート
クラスタを指定します。これにより、VCS クラスタは、サービスグループ
を切り替える対象のシステムを選択します。
クラスタ間でパラレル hagrp -switch
グローバルサービス
VCS は、リモートクラスタ内のオンライン化可能なすべてのノードでパ
グループを切り替え
ラレルサービスグループをオンラインにします。
るには

グローバルクラスタ設定でのリソースの管理
このトピックでは、リソースを管理する方法を説明します。
詳しくは、hares（1M）のマニュアルページを参照してください。
グローバルクラスタ設定でのリソースを管理するには
◆

リソースに対して実行する管理タスクに応じて、次のように hares コマンドを実行し
ます。
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クラスタ間のリソース hares -action resourcetoken [-actionargs arg1
でアクションを実行 ...] [-sys system] [-clus cluster | -localclus]
するには
オプション -clus を指定すると、指定したクラスタ上のリソースを示し
ます。指定されているシステムがローカルクラスタの一部ではない場
合、エラーが表示されます。 オプション -sys を使わない場合は、ロー
カルノード上のリソースを示します。
クラスタ間で Info 機 hares -refreshinfo resource [-sys system] [-clus
能を呼び出すには cluster | -localclus]
リソースがオンラインのとき、Info 機能により、指定されたリソースの
ResourceInfo リソースレベルの属性値が更新されます。システムまた
はリモートクラスタを指定しない場合、Info 機能はリソースがオンライン
状態のローカルシステム上で実行されます。
リソースコマンドの使 hares [-help [-modify |-list]]
用法を表示するには

グローバルクラスタ設定でのクラスタの管理
このトピックでは、グローバルクラスタ設定でのクラスタの管理に使うコマンドについて説
明します。
詳しくは haclus（1M）のマニュアルページを参照してください。
グローバルクラスタ設定でクラスタを管理するには
◆

クラスタで実行する管理タスクに応じて、次のように haclus コマンドを実行します。
次のコマンドの変数 cluster は、クラスタを示します。
リモートクラスタオブジェ haclus -add clusterip
クトを追加するには
このコマンドは、ローカルクラスタには適用されません。
リモートクラスタオブジェ haclus -delete cluster
クトを削除するには
ローカルまたはリモートク haclus -modify attributevalue [-clus
ラスタオブジェクトの属性 cluster]...
を変更するには
災害発生後、クラスタの
状態を宣言するには

haclus -declare
disconnet/outage/disaster/replica -clus]

クラスタアラートを管理す p.649 の 「グローバルクラスタセットアップでのクラスタアラートの管
るには
理」 を参照してください。
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クラスタ名を変更するに
は

p.649 の 「グローバルクラスタ設定でのクラスタ名の変更」 を参照
してください。

グローバルクラスタセットアップでのクラスタアラートの管理
このトピックでは、クラスタアラートを管理するためのコマンドについて説明します。
詳しくは haalert（1M）のマニュアルページを参照してください。
クラスタアラートを管理するには
◆

haalert コマンドを実行してクラスタアラートを管理します。
haalert -testfd

シミュレートされた「クラスタ障害」アラートを生成します。こ
のアラートは、VCS エンジンと GUI に対して送信されま
す。

haalert -display

このコマンドを実行すると、アラートごとに次の情報が表示
されます。

haalert -list

■

アラート ID

■

アラートが発生した時刻

■

アラートが発生したクラスタ

■

アラートが発生したオブジェクトの名前

■

（クラスタ名、グループ名など）。

■

アラートに関する情報メッセージ

このコマンドを実行すると、アラートごとに次の情報が表示
されます。
■

アラートが発生した時刻

■

アラート ID

haalert -delete
alert_id -notes
"description"

特定のアラートを削除します。引用符の内側に、アラート
を削除する理由を説明するテキスト文字列を入力する必
要があります。このコメントはエンジンログに書き込まれる
と同時に、接続されているすべての GUI クライアントに対
して送信されます。

haalert -help

使用方法を示すテキストを表示します。

グローバルクラスタ設定でのクラスタ名の変更
このトピックでは、グローバルクラスタ環境で ClusterName 属性を変更する方法につい
て説明します。ここでは、グローバルグループ AppGroup に設定されている
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VCSPriCluster クラスタと VCSSecCluster クラスタから成る 2 クラスタの設定で、クラス
タ名を VCSPriCluster から VCSPriCluster2 に変更する方法について説明します。
クラスタ名を変更する前に、そのクラスタが他の ClusterList、広域ハートビートエージェ
ントおよびグローバルサービスグループに属していないことを確認します。
クラスタ名を変更するには

1

VCSPriCluster クラスタから次のコマンドを実行します。
hagrp -offline ClusterService -any
hagrp -modify AppGroup ClusterList -delete VCSPriCluster
haclus -modify ClusterName VCSPriCluster2
hagrp -modify AppGroup ClusterList -add VCSPriCluster2 0

2

VCSSecCluster クラスタから次のコマンドを実行します。
hagrp -offline ClusterService -any
hagrp -modify appgrp ClusterList -delete VCSPriCluster
hahb -modify Icmp ClusterList -delete VCSPriCluster
haclus -delete VCSPriCluster
haclus -add VCSPriCluster2 your_ip_address
hahb -modify Icmp ClusterList -add VCSPriCluster2
hahb -modify Icmp Arguments your_ip_address -clus VCSPriCluster2
hagrp -modify AppGroup ClusterList -add VCSPriCluster2 0
hagrp -online ClusterService -any

3

VCSPriCluster2 に名前を変更したクラスタから、次のコマンドを実行します。
hagrp -online ClusterService -any

グローバルクラスタ設定からのリモートクラスタの削除
このトピックでは、リモートクラスタをクラスタリストから削除するために使うコマンドについ
て説明します。
グローバルクラスタ設定からリモートクラスタを削除するには

1

次のコマンドを実行します。
hagrp -offline ClusterService -any

2

次のコマンドを使って、すべてのグローバルグループの ClusterList からリモートクラ
スタを削除します。
hagrp -modify <global_group> ClusterList -delete <remote_clus>
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3

次のコマンドを使って、すべてのハートビートの ClusterList からリモートクラスタを削
除します。
hahb -modify Icmp ClusterList -delete <remote_clus>

4

次のコマンドを使って、リモートクラスタを削除します。
haclus -delete <remote_clus>

グローバルクラスタ設定でのハートビートの管理
このトピックでは、ハートビートの管理に使うコマンドについて説明します。
詳しくは hahb（1M）のマニュアルページを参照してください。
グローバルクラスタ設定のハートビートを管理するには
◆

ハートビートに対して実行する管理タスクに応じて、次のように hahb コマンドを実行
します。
ハートビートを作成
するには

hahb -add heartbeat
たとえば、次のコマンドを入力し、新しい IcmpS ハートビートを追加し
ます。ICMP1 は、ローカルクラスタから送信されるハートビートであり、
指定されたエージェントプロセスをローカルクラスタ上でただちに fork
します。
hahb -add IcmpS

ハートビートを変更
するには

hahb -modify heartbeatattributevalue ... [-clus
cluster]
属性がローカルである、つまり、ClusterList 属性のリモートクラスタごと
に個別の値がある場合、オプション -clus cluster を指定する必
要があります。 リスト属性の値をクリアするには、-delete -keys を
使います。
たとえば、次のコマンドを入力することにより、ClusterList 属性を変更
し、新しく作成されたハートビートの対象として phoenix と houston を
指定します。
hahb -modify Icmp ClusterList phoenix houston
対象 phoenix の Arguments 属性を変更するには、次のように入力し
ます。
hahb -modify Icmp Arguments phoenix.example.com
-clus phoenix
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ハートビートを削除
するには

hahb -delete heartbeat

属性の範囲をクラス hahb -local heartbeatattribute
タ固有に変更するに
たとえば、次のコマンドを入力することにより、属性 AYAInterval の範
は
囲をグローバルからクラスタ固有に変更します。
hahb -local Icmp AYAInterval
属性の範囲をグロー hahb -global heartbeatattributevalue ... | key
バルに変更するには ... | key value ...
たとえば、次のコマンドを入力することにより、属性 AYAInterval の範
囲をクラスタ固有からクラスタ一般に変更します。
hahb -global Icmp AYAInterval 60
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RDC（Replicated Data
Cluster）の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

RDC（Replicated Data Cluster）について

■

VCS レプリケーションデータクラスタの動作

■

Replicated Data Cluster 構成の設定について

■

サービスグループの移行について

■

ファイアドリルの設定について

RDC（Replicated Data Cluster）について
RDC を設定することにより、単一の VCS 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。
VVR（Symantec Volume Replicator）を使って VCS 環境に RDC を設定できます。
RDC は、データレプリケーションを使って各ノードへのデータアクセスを可能にします。1
つの VCS クラスタ内に、RDC は 1 つだけ設定できます。RDC 設定では、アプリケーショ
ンやシステムに障害が発生すると、アプリケーションは現在のプライマリサイトにある別の
システムにフェールオーバーされます。プライマリサイト全体に障害が発生すると、アプリ
ケーションはリモートセカンダリサイト（この時点で新しいプライマリサイトとなります）のシス
テムに移行されます。
VVR レプリケーションを実行するには、RVG（Replicated Volume Group）が含まれてい
るディスクグループをプライマリサイトとセカンダリサイトの両方にインポートする必要があ
ります。レプリケーションサービスグループは両方のサイトで同時にオンラインになってい
る必要があり、ハイブリッドの VCS サービスグループとして設定される必要があります。
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アプリケーションサービスグループはフェールオーバーサービスグループとして設定され
ます。 アプリケーションサービスグループには、レプリケーションサービスグループとの
online local hard 依存関係を設定する必要があります。
メモ: VVR は、プライマリサイトのレプリケーション先として、複数のセカンダリサイトをサ
ポートします。ただし、VCS 環境に設定する RDC がレプリケーション先としてサポートす
るセカンダリは、プライマリに対して 1 つだけです。
RDC 設定が適しているのは、プライマリサイトとディザスタリカバリ用のセカンダリサイトと
の間で専用のデュアル LLT リンクが使えるものの、プライマリおよびセカンダリのデータ
センター間に共有ストレージまたは SAN 相互接続がない場合です。RDC では、データ
レプリケーションテクノロジを採用し、リモートサイトでのデータアクセスを実現しています。
メモ: レプリケーションを行うノード間では専用のデュアル LLT リンクを使う必要がありま
す。

VCS レプリケーションデータクラスタの動作
RDC 設定の動作を理解するために、VCS レプリケーションデータクラスタ（RDC）の中で
設定されたアプリケーションを例として取り上げます。RDC 設定には次の 2 つのシステ
ムゾーンがあります。
■

プライマリゾーン（ゾーン 0）。プライマリサイトに配置され、プライマリストレージに接続
されたノードで構成されます。

■

セカンダリゾーン（ゾーン 1）。セカンダリサイトに配置され、セカンダリストレージに接
続されたノードで構成されます。

アプリケーションは、クラスタ内のすべてのノードにインストールおよび設定されています。
アプリケーションデータを各 RDC サイトの共有ディスクに置き、RDC サイト間で複製す
ることにより、データの同時性が保たれます。アプリケーションサービスグループは、現在
のプライマリゾーンでオンライン状態であり、クラスタ内でフェールオーバーするよう設定
されています。
図 21-1 に、VCS レプリケーションデータクラスタで設定されるアプリケーションを示しま
す。
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VCS レプリケーションデータクラスタ設定

図 21-1
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システムまたはアプリケーションに障害が発生した場合、VCS はアプリケーションサービ
スグループを同じ RDC サイト内にある別のシステムにフェールオーバーしようと試みま
す。ただし、プライマリの RDC サイト内にフェールオーバー先のノードが見つからない場
合は、サービスグループを現在セカンダリである RDC サイト（ゾーン 1）に切り替えます。

Replicated Data Cluster 構成の設定について
このトピックでは、アプリケーションにとって堅牢かつ管理しやすいディザスタリカバリを実
現するために、VCS RDC 構成を計画、設定、テストおよび使う手順を説明します。ここ
では、ローカルでの高可用性を考慮して VCS クラスタに設定された単一インスタンス構
成の Oracle データベースを、対災害用の RDC インフラストラクチャに変更する例を示
します。このソリューションでは、 Volume Replicator を使って、変更されたデータを複製
します。

一般的な RDC（Replicated Data Cluster）の設定について
図 21-2 に、典型的な RDC 設定の依存関係グラフを示します。
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典型的な RDC 設定の依存関係グラフ

図 21-2
アプリケーショングループ

Application

Mount

DNS

RVGPrimary

IP

NIC

online local hard の依存関係

レプリケーショングループ

RVG

DiskGroup

IP

NIC

この例では、単一インスタンス構成のアプリケーションが、VCS サービスグループ
（DiskGroup）として 4 ノードのクラスタに設定されており、そのうちの 2 ノードはプライマ
リ RDC システムゾーン、残りの 2 ノードはセカンダリ RDC システムゾーンに属していま
す。プライマリノードで障害が発生した場合は、アプリケーションをプライマリゾーンの 2
番目のノードにフェールオーバーできます。
このプロセスには、次の手順が含まれます。
■

レプリケーションの設定

■

サービスグループの設定

■

サービスグループの依存関係の設定

レプリケーションの設定について
Vertias Volume Replicator（VVR）テクノロジでは、 Volume Manager（VxVM）のライセ
ンスを使えます。したがって、VxVM で管理するボリュームを、VVR で管理するレプリケー
ションボリュームに変換できます。この例では、Oracle データボリュームを RVG（Replicated
Volume Group）にグループ化し、DR サイトにある他の VCS クラスタのホストに VVR セ
カンダリを作成する必要があります。
VVR を設定する場合の最善の方法は、両サイトで同じ DiskGroup および RVG 名を使
うことです。ボリューム名が両ゾーンで同じ場合、Mount リソースは同じブロックデバイス
をマウントし、障害時には同一の Oracle インスタンスがセカンダリクラスタで起動します。

サービスグループの設定
このトピックでは、サービスグループを設定する方法を説明します。
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レプリケーショングループを設定するには

1

レプリケーション用のハイブリッドサービスグループ（oragrp_rep）を作成します。
p.36 の 「サービスグループの種類」 を参照してください。

2

DiskGroup リソースをアプリケーションから新しいグループにコピーします。このリ
ソースは、RVG を含むディスクグループを参照するように設定します。

3

IP および NIC タイプの新規リソースを設定します。

4

サービスグループに RVG タイプの新規リソースを設定します。

5

次の情報を基に、リソースの依存関係を設定します。

6

■

RVG リソースは IP リソースに依存している

■

RVG リソースは DiskGroup リソースに依存している
IP リソースは NIC リソースに依存している

プライマリ RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 0 に含まれ、セカンダリ
RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 1 に含まれるよう、子グループ
oragrp_rep の SystemZones 属性を設定します。

アプリケーションサービスグループを設定するには

1

元の Oracle サービスグループ（oragroup）で、DiskGroup リソースを削除します。

2

RVGPrimary リソースを追加し、その属性を設定します。
RvgResourceName 属性値に RVG タイプのリソース名を設定します。このタイプ
のリソースは、RVGPrimary エージェントによって昇格および降格されます。
必要に応じて、AutoTakeover および AutoResync 属性のデフォルト値を変更しま
す。

3

すべての Mount リソースが RVGPrimary リソースに依存するよう、リソースの依存
関係を設定します。Mount リソースの数が多い場合は、グループの
TypeDependencies 属性の設定で、Mount リソースタイプが RVGPrimary リソー
スタイプに依存するよう指定できます。

4

プライマリ RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 0 に含まれ、セカンダリ
RDC ゾーンのすべてのノードがシステムゾーン 1 に含まれるよう、Oracle サービス
グループの SystemZones 属性を設定します。親グループと子グループの
SystemZones 属性は、同一である必要があります。

5

設定で BIND DNS を使っている場合は、DNS タイプのリソースを oragroup サー
ビスグループに追加します。アプリケーションがそのクラスタで使っているホストの正
規名または仮想 IP アドレスを、Hostname 属性に設定します。これにより、グルー
プがオンラインになると、DNS がサイトを更新します。DNS リソースは、プライマリ
RDC ゾーンとセカンダリ RDC ゾーンのノードが異なる IP サブネットに属している
場合のみ必要になります。
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サービスグループの依存関係の設定
アプリケーションサービスグループからレプリケーションサービスグループへの online
local hard 依存関係を設定して、サービスグループがともにフェールオーバーし、切り替
わるようにします。

1

Cluster Explorer の設定ツリーで、クラスタ名を選択します。

2

表示パネルで、［サービスグループ（Service Groups）］タブをクリックします。サービ
スグループ依存関係グラフが開きます。

3

［リンク（Link）］をクリックします。

4

親グループ oragroup をクリックし、子グループ oragroup_rep までドラッグします。

5

子グループ oragroup_rep をクリックします。

6

［サービスグループのリンクの設定（Link Service Groups）］ダイアログボックスで、
online local および hard の依存関係タイプをクリックし、［OK］をクリックします。

サービスグループの移行について
Oracle データベースが設定されている RDC で、プライマリ RDC ゾーンの共有ストレー
ジ全体に障害が発生した場合について考えてみます。この場合、プライマリゾーンのどの
ノードからもデバイスはまったく見えません。
プライマリ RDC ゾーン内では、Oracle サービスグループのフェールオーバーはできま
せん。これは、どのノードにも共有ボリュームをマウントできないためです。したがって、現
在セカンダリである RDC ゾーンのノードに、サービスグループをフェールオーバーする
必要があります。
RVGPrimary エージェントは VVR ボリュームを書き込み可能にし、DNS エージェントは
DR サイトへの名前解決サービスができるようにします。ローカルストレージの問題が解決
されるまで、アプリケーションは DR サイトで起動、実行できます。
ストレージの問題点が解決されると、VCS を使ってアプリケーションをプライマリサイトに
切り替えることができます。

サービスグループの切り替え
アプリケーションを元のプライマリ RDC ゾーンに戻す前に、フェールオーバー以降、アク
ティブな DR サイトで変更されたデータを、再同期化する必要があります。それには、VVR
を使って手動で同期化するか、RVGPrimary リソースから VCS アクションを実行します。
サービスグループを切り替えるには

1

設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、リソースを右クリックし
ます。

2

［アクション（Action）］をクリックします。
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3

アクションの詳細を次のように指定します。
■

［アクション（Action）］リストから fbsync を選択します。

■

アクションを実行する対象のシステムをクリックします。

■

［OK］をクリックします。

RDS の高速フェールバックが開始されます。RVG リソースの ResourceInfo 属性
を監視することにより、再同期化の完了を確認できます。

4

再同期化が完了したら、サービスグループをプライマリクラスタに切り替えます。
Cluster Explorer の設定ツリーの［サービスグループ（Service Groups）］タブで、
サービスグループを右クリックします。

5

［切り替え（Switch To）］をクリックし、切り替え先のプライマリ RDC ゾーンのシステ
ムを選択し、［OK］をクリックします。

ファイアドリルの設定について
ファイアドリルを使うと、プライマリデータセンターのアプリケーションを停止することなく擬
似的なフェールオーバーを実行して、設定の障害対応をテストできます。
p.607 の 「ディザスタリカバリファイアドリルの設定について」 を参照してください。
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22
キャンパスクラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

キャンパスクラスタの設定について

■

VCS キャンパスクラスタの要件

■

VCS キャンパスクラスタの一般的な設定

■

VCS キャンパスクラスタの動作

■

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でのファイアドリル

■

DiskGroupSnap エージェントについて

■

キャンパスクラスタでのファイアドリルの実行について

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を設定することにより、単一の VCS 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。この設定では、データミラー化を使って、
異なるサイトにデータを複製します。ホストベースまたはアレイベースのレプリケーション
は関与しません。
VCS は、Veritas Volume Manager を使ってミラー化を行う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ます。

VCS キャンパスクラスタの要件
VCS キャンパスクラスタに関する次の要件を確認してください。
■

VCS をインストールする必要があります。
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サイト間またはシステムゾーン間のサービスグループフェールオーバーを手動で制御
する場合は、HA/DR ライセンスを有効にする必要があります。
■

2 つのサイトからなり、各サイトに少なくとも 1 台のノードが存在する単一の VCS クラ
スタが必要であり、それらのサイト間の物理的な距離は 80km 以内にとどまっている
ものとします。サイトが 80 km よりも離れている場合、グローバルクラスタオプション
（GCO）の設定を実行できます。

■

ノード間の冗長ネットワーク接続が必要です。 ストレージへのすべてのパスも冗長化
されている必要があります。
シマンテック社は、キャンパスクラスタの設定に関して次のことをお勧めします。
■

ストレージと LLT プライベートネットワークに関する一般的なサイト間物理インフ
ラ。
シマンテック社では、ストレージと LLT プライベートネットワークに一般的なサイト
間物理インフラを推奨します。

■

ネットワークの高密度波長分割多重（DWDM）とサイトにわたる I/O などの技術。
冗長リンクを使ってネットワークエラーの影響を最小化します。

■

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

■

シマンテック社は、リンク障害イベントによるデータの破損を防止するために I/O フェ
ンシングを設定することをお勧めします。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

■

VxVM に関するサイトベースの割り当てとサイト一貫性の要件を満たすようにストレー
ジを設定する必要があります。
■

適切な VxVM サイト名を使って、サイト内のすべてのノードにタグを付ける必要が
あります。

■

適切な VxVM サイト名を使ってすべてのディスクにタグを付ける必要があります。

■

キャンパスクラスタ内に存在する両方のサイトの VxVM サイト名を、ディスクグルー
プに追加する必要があります。

■

ディスクグループ内に存在する各ボリュームの allsites 属性を on に設定する必
要があります（デフォルトでは、この値は on に設定されています）。

■

ディスクグループの siteconsistent 属性は on に設定する必要があります。

VCS キャンパスクラスタの一般的な設定
図 22-1 に、VCS キャンパスクラスタの一般的な設定を示します。

661

第 22 章 キャンパスクラスタの設定
VCS キャンパスクラスタの一般的な設定

VCS キャンパスクラスタの一般的な設定

図 22-1
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VCS キャンパスクラスタには通常、次の特性があります。
■

単一の VCS クラスタが複数のサイトにまたがります。
サンプルの図では、VCS は 4 台のノードで設定されています。ノード 1 とノード 2 は
サイト A に、ノード 3 とノード 4 はサイト B に配置されています。

■

I/O フェンシングは、キャンパスクラスタを構成する各サイトに属する 1 つのコーディ
ネータディスクと、3 番目のサイトに属するもう 1 つのコーディネータディスクを使って
設定されています。
図 22-1 に、ディスクベースの I/O フェンシングの一般的な設定を示します。サーバー
ベースの I/O フェンシングも設定できます。
p.667 の 「キャンパスクラスタでの I/O フェンシングについて」 を参照してください。
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■

共有データは、Veritas Volume Manager を使って設定されているディスクグループ
上に存在するミラー化ボリュームに配置されています。

■

アプリケーションで必要とされるボリュームは、両方のサイトにミラーを有しています。

■

クラスタ内に存在するすべてのノードは、VxVM サイト名を使ったタグを付けられてい
ます。サイトに所属するすべてのディスクは、対応する VxVM サイト名を使ったタグを
付けられています。

■

ディスクグループは VCS の中で DiskGroup タイプのリソースとして設定され、Mount
リソースタイプを使用してマウントされます。

VCS キャンパスクラスタの動作
このトピックでは、VCS と VxVM の組み合わせがキャンパスクラスタ環境で高い可用性
を提供する方法について説明します。
キャンパスクラスタの設定では、VxVM は複数のサイト間でボリュームを自動的にミラー化
します。読み取り処理速度を向上させるために、VxVM はアプリケーションが動作してい
るローカルサイトにある複数のプレックスから読み取りを行います。VxVM は両方のサイト
にあるプレックスに対して書き込みを行います。
どちらかのサイトでストレージエラーが発生した場合は、VxVM はエラーサイトに存在す
るすべてのディスクをディスクグループから切断し、データ一貫性を維持します。エラー
が発生したストレージがオンラインに復帰した時点で、VxVM は自動的にそのサイトをディ
スクグループに接続し、プレックスを修復します。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 管
理者ガイド』を参照してください。
サービスグループまたはシステムの障害が発生した時点で、クラスタ属性 SiteAware と
サービスグループ属性 AutoFailOver に対して設定した値に基づいて、VCS はサービ
スグループをフェールオーバーします。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
キャンパスクラスタを設定する場合、サイトを定義して、定義したサイトにシステムを追加
する必要があります。システムは 1 つのサイトにのみ属すことができます。 サイト定義は、
VCS、Veritas Operations Manager、VxVM 全体で同じです。 同じサイト内部でフェー
ルオーバーするには、接続したアプリケーションを制限するようにサイトの依存関係を定
義します。
サイトは次を使って定義できます。
■

Veritas Operations Manager
サイトの設定について詳しくは、『Veritas Operations Manager Management Server
管理者ガイド』の最新版を参照してください。
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AutoFailOver 属性値に基づいて、VCS によるフェールオーバー動作は次のようになり
ます。
0

VCS はサービスグループをフェールオーバーしません。

1

VCS はサービスグループを別の適切なノードにフェールオーバーします。
デフォルトでは、AutoFailOver 属性の値は 1 に設定されています。

2

同じサイト内に他の適切なノードが存在する場合、VCS はサービスグルー
プをフェールオーバーします。それ以外の場合、管理者が対処して他のサ
イト内に存在する適切なノードに対してサービスグループのフェールオー
バーを実行するのを VCS は待ちます。
この設定を使用するには、HA/DR ライセンスを有効にしておく必要がありま
す。
シマンテック社は、AutoFailOver 属性の値を、2 に設定することをお勧めし
ます。

VCS の main.cf 内では、これらのサービスグループの属性に関するサンプルの定義は
次のようになります。
cluster VCS_CLUS (
PreferredFencingPolicy = Site
SiteAware = 1
)
site MTV (
SystemList = { sys1, sys2 }
)
site SFO (
Preference = 2
SystemList = { sys3, sys4 }
)

hybrid_group を AutoFailover = 1 に、failover_group を AutoFailover = 2 にした設定
例は次のようになります。
hybrid_group (
Parallel = 2
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 = 2, sys4 = 3 }
)
failover_group (
AutoFailover = 2
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 = 2, sys4 = 3 }
)
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表 22-1 に、考えられるいくつかのエラーシナリオと、VCS キャンパスクラスタがそれらの
エラーからの修復を実行する方法を示します。
表 22-1

キャンパスクラスタでのエラーのシナリオ

エラー

説明とリカバリ

ノードエラー

■

■

一方のサイトで 1 台のノードエラーが発生しました。
AutoFailOver 属性の値が 1 に設定されている場合、VCS は、クラスタ
に対して定義された同じサイト内、または SystemZones 属性の中で定
義されているか、Veritas Operations Manager で定義された同じサイト
内にある別のシステムにサービスグループをフェールオーバーします。
一方のサイトですべてのノードのエラーが発生しました。

AutoFailOver 属性の値が 0 に設定されている場合、どちらのノードエラー
が発生した状況でも、VCS は管理者が対処してフェールオーバーを実行
することを必要とします。
アプリケーションエ
ラー

動作は、ノードエラーの場合と同等です。

ストレージエラー そのようなストレージでエラーが発生しても VCS はサービスグループをフェー
一方のサイトで 1 台 ルオーバーしません。
以上のディスクのエ
ディスクのエラーが発生したサイトで、ディスクグループに属するボリューム
ラーが発生
のいずれかが有効なプレックスを 1 つも所有していない場合、VxVM はそ
のサイトをディスクグループから切断します。
次の状況では、VxVM はサイトをディスクグループから切断しません。
■

エラーが発生したディスク上でプレックスがまったく設定されていない。

■

エラーが発生したディスク上でいくつかのプレックスが設定済みであり、
各サイトで少なくとも 1 つのボリュームに対応するプレックスが存続して
いる。

エラーが発生したディスクのうち数台のみがオンラインに復帰し、vxrelocd
デーモンが動作している場合、VxVM はエラーが発生した残りのディスクを、
利用可能な任意のディスクに再配置します。その後、VxVM は自動的にサ
イトをディスクグループに再接続し、プレックスを再同期化してボリュームを
修復します。
エラーが発生したディスクすべてがオンラインに復帰した場合、VxVM は自
動的にサイトをディスクグループに再接続し、プレックスを再同期化してボ
リュームを修復します。
ストレージエラー VCS は、DiskGroup エージェントの PanicSystemOnDGLoss 属性の値
両方のサイトですべ に基づいて動作します。
てのディスクのエ
詳しくは、『Symantec Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』
ラーが発生
を参照してください。
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エラー

説明とリカバリ

サイトエラー

一方のサイトですべてのノードとストレージのエラーが発生しました。
AutoFailOver 属性値に基づいて、VCS はサービスグループを次のように
フェールオーバーします。
■

■

値が 1 に設定されている場合、VCS はサービスグループをシステムに
フェールオーバーします。
値が 2 に設定されている場合、VCS は管理者が対処して他のサイト内
にある 1 台のシステムにサービスグループのフェールオーバーを実行
することを必要とします。

エラーが発生したサイトにあるストレージはアクセス不可能なので、VCS は
アプリケーションサービスグループにディスクグループをインポートし、エラー
が発生したサイトに存在しているすべてのデバイスに対して NODEVICE と
いうマークを付けます。
エラーが発生したサイトに存在しているストレージがオンラインに復帰した場
合、VxVM は自動的にサイトをディスクグループに再接続し、プレックスを再
同期化してボリュームを修復します。
ネットワークエラー 各サイトに存在しているノードが、もう一方のサイトに存在しているノードに対
（LLT 相互接続のエ する接続を失います。
ラー）
ノード間のすべてのプライベート相互接続でエラーが発生した場合、スプリッ
トブレインのシナリオが生じてデータが破損する可能性があります。
スプリットブレインを発生させる可能性のある他の原因と、I/O フェンシングが
共有データの破損を防止する方法を参照してください。
p.350 の 「データ保護について」 を参照してください。
シマンテック社は、キャンパスクラスタ内でのデータの破損を防止するため
に I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
クラスタ属性 PreferredFencingPolicy の値を Siteに設定すると、コーディ
ネーションポイントの獲得処理の間、フェンシングドライバは、優先度が高い
サイトが存在するノードを優先します。VCS はサイトレベル属性の Preference
を使ってノードの重みを判断します。
p.667 の 「キャンパスクラスタでの I/O フェンシングについて」 を参照してくだ
さい。
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エラー

説明とリカバリ

ネットワークエラー 各サイトに存在しているノードが、ストレージおよびもう一方のサイトに存在し
（LLT とストレージ相 ているノードに対する接続を失います。
互接続のエラー）
シマンテック社は、スプリットブレインとシリアルスプリットブレインの条件を防
止するために I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
■

■

I/O フェンシングが設定されている場合の動作:
制御権を獲得できなかったサイトでは、システムパニックが発生します。
p.667 の 「キャンパスクラスタでの I/O フェンシングについて」 を参照して
ください。
ネットワーク接続をユーザーが修復した場合、VxVM はエラーが発生し
ていたサイトに存在しているストレージを検出し、自動的にサイトをディス
クグループに再接続し、プレックスを再同期化してボリュームを修復しま
す。
I/O フェンシングが設定されていない場合の動作:
そのようなエラーが発生している間、アプリケーションサービスグループ
がサイト A でオンライン状態だった場合、そのアプリケーションサービス
グループは同じサイト上でオンライン状態にとどまります。ストレージはア
クセス不可能なので、VxVM はエラーが発生していたサイトに存在して
いるディスクをディスクグループから切断します。サイト B ではアプリケー
ションサービスグループはオフライン状態なので、VCS はこのアプリケー
ションサービスグループをオンライン化し、ディスクグループをインポート
し、サイト A に存在しているすべてのデバイスに対して NODEVICE と
いうマークを付けます。したがって、アプリケーションサービスグループは
両方のサイトでオンライン状態になり、各サイトはローカルストレージを使
用します。この結果、互いに整合性のない複数のデータコピーが発生
し、サイト単位のスプリットブレインにつながります。
ユーザーがこれらのサイト間でネットワーク接続を復元した段階で、シリ
アルスプリットブレインが存在する可能性があります。
シリアルスプリットブレイン条件からの復元について詳しくは、『Symantec
Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

キャンパスクラスタでの I/O フェンシングについて
ネットワーク分割イベントによる共有データの破損を防止するために I/O フェンシングを
設定する必要があります。
p.326 の 「メンバーシップアービトレーションについて」 を参照してください。
p.350 の 「データ保護について」 を参照してください。
I/O フェンシングを設定するためのコーディネーションポイントとして、コーディネータディ
スク、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）、その両方の組み合わせのい
ずれかを使うことができます。
キャンパスクラスタを設定するときに、次のように I/O フェンシングを設定できます。
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■

一方のサイトに 2 つのコーディネータディスク、もう一方のサイトに 1 つのコーディネー
タディスク
この場合、2 つのコーディネータディスクが存在するサイトが、制御権を獲得する確率
が高くなります。 この設定に関連する欠点は、2 つのコーディネータディスクが存在
するサイトでサイト障害が発生した場合、もう一方のサイトも自動的に停止することで
す。この設定を使う場合、I/O フェンシング機能は、ディスクのアクセス不可能と、獲得
操作の失敗を区別することができません。

■

2 つのサイトにそれぞれ 1 つのコーディネータディスク、3 番目のサイトに 3 番目の
コーディネータディスク
この設定では、サイトのどちらか一方が利用不可能になった場合でも、フェンシング
が機能することが保証されます。3 番目のサイトに存在するコーディネータにより、キャ
ンパスクラスタ内でどちらか一方のサイトで障害が発生した場合も、少なくともサブクラ
スタが引き続き動作することができます。自らのローカルコーディネータディスクに加
えて、3 番目のサイトに存在するコーディネータディスクにアクセスできるサイトが、制
御権を獲得します。ただし、キャンパスクラスタ内に存在するサイトが両方とも 3 番目
のサイトのディスクにアクセスできない場合は、どちらのサイトもコーディネータディス
クを 1 つだけ獲得することになり、両方のサイトにあるノードが自動的に停止します。

コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）は、3 番目のコーディネータポイント
ではなく 3 番目のサイトでも設定できます。
I/O フェンシングの設定について詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイ
ド』を参照してください。

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環境を設定するには、次のタスクを実行する必要があります。
■

「キャンパスクラスタを設定するための準備」

■

「データ破損を防止するための I/O フェンシングの設定」

■

「キャンパスクラスタ設定向けの VxVM ディスクグループの設定」

■

「キャンパスクラスタ向けの VCS サービスグループの設定」

キャンパスクラスタを設定するための準備
設定を行う前に、VCS キャンパスクラスタに関する要件を確認してください。
p.660 の 「 VCS キャンパスクラスタの要件」 を参照してください。
キャンパスクラスタを設定するための準備をするには

1

物理的なインフラを設定します。
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■

各ノードで、ローカルストレージアレイとリモートストレージアレイに対するアクセス
権を設定します。

■

プライベートハートビートネットワークを設定します。

p.661 の 「 VCS キャンパスクラスタの一般的な設定」 を参照してください。

2

各ノードに VCS をインストールし、2 つのサイトのそれぞれに少なくとも 1 台のノー
ドが存在するクラスタを形成します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

3

各ノードに、必要なライセンスとともに VxVM をインストールします。
手順について詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High Availability イ
ンストールガイド』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
通信障害イベントによるデータの破損を防止するために次のタスクを実行し、I/O フェン
シングを設定します。
p.667 の 「キャンパスクラスタでの I/O フェンシングについて」 を参照してください。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
データ破損を防止するために I/O フェンシングを設定するには

1

3 番目のサイトでストレージを設定します。
DWDM を 3 番目のサイトまで拡張し、3 番目のサイトにあるストレージに対する FC
SAN 接続を確立することもできます。3 番目のサイトにあるコーディネータディスクと
して、iSCSI ターゲットを使用することもできます。

2

I/O フェンシングの設定

キャンパスクラスタ設定向けの VxVM ディスクグループの設定
リモートミラー化に合わせて VxVM ディスクグループを設定するために、次の手順に従っ
てください。
VxVM コマンドについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
メモ: Veritas Operations Manager を使って、リモートミラー化のための VxVM ディスク
グループを設定することもできます。
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キャンパスクラスタ設定向けの VxVM ディスクグループを設定するには

1

各ホストでサイト名を設定します。
# vxdctl set site=sitename

サイト名は /etc/vx/volboot ファイルに格納されます。 サイト名を表示するには、次
のコマンドを使用します。
# vxdctl list | grep siteid

2

単一のエンクロージャ内に存在するすべてのディスクに対してサイト名を設定しま
す。
# vxdisk settag site=sitename encl:enclosure

特定のディスクに対してタグを付けるには、次のコマンドを実行します。
# vxdisk settag site=sitename disk

3

ディスクがサイトに対して登録されていることを確認します。
# vxdisk listtag

4

両方のサイトから、複数のディスクによって形成されるディスクグループを作成しま
す。
# vxdg -s init diskgroup siteA_disk1 siteB_disk2

5

ディスクグループに対して登録しようとする各サイトに対して、作成したディスクグルー
プに対するサイトベースの割り当てを設定します。
# vxdg -g diskgroup addsite sitename

6

ディスクグループに対してサイトの一貫性を設定します。
# vxdg -g diskgroup set siteconsistent=on

7

ディスクグループ内で 1 つ以上のミラー化ボリュームを作成します。
# vxassist -g diskgroup make volume size nmirror=1/2

すべてのホストにサイト対応ライセンスがインストールされている状態で、ユーザーが
作成したボリュームには、デフォルトで次の特性があります。
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■

allsites 属性は on に設定されます。ボリュームに対応して、各サイトで少なく

とも 1 つのプレックスが存在しています。
■

ボリュームはサイト間で自動的にミラー化されます。

■

読み取りポリシー rdpol は、siteread に設定されます。

■

ボリュームは、ディスクグループに対して設定されているサイト一貫性の値を継承
します。

キャンパスクラスタ向けの VCS サービスグループの設定
VCS の制御下でディスクグループを設定するための手順に従い、VCS の属性を設定し
てキャンパスクラスタ内でフェールオーバーを定義します。
キャンパスクラスタ向けに VCS サービスグループを設定するには

1

キャンパスクラスタ内で動作するアプリケーションに対して、VCS サービスグループ
（app_sg）を作成します。
hagrp -add app_sg
hagrp -modify app_sg SystemList node1 0 node2 1 node3 2 node4 3

2

システムゾーンかサイトを設定します。サービスグループに対して SystemZones 属
性を設定します。サイトが Veritas Operations Manager を通して設定されるときは、
この手順を省略します。
hagrp -modify app_sg SystemZones node1 0 node2 0 node3 1 node4 1

3

グローバルフェールオーバーポリシーを設定します。サービスグループに対して
AutoFailOver 属性の値を設定します。
hagrp -modify app_sg AutoFailOver 2

4

キャンパスクラスタ向けに作成したディスクグループに関して、VCS サービスグルー
プ app_sg に対して DiskGroup リソースを追加します。
hares -add dg_res1 DiskGroup app_sg
hares -modify dg_res1 DiskGroup diskgroup_name
hares -modify dg_res1 Enabled 1

5

app_sg サービスグループに対してアプリケーションリソースと他の関連リソースを設
定します。

6

サービスグループをオンラインにします。
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キャンパスクラスタでのファイアドリル
ファイアドリルは、擬似的なフェールオーバーを実行し、アプリケーションの停止やユー
ザーアクセスの中断を招くことなく設定の設定の障害対応をテストします。
このプロセスには、ファイアドリルサービスグループを作成することが含まれますが、もとの
アプリケーションサービスグループを作成するのに似た作業です。リモートノードでファイ
アドリルサービスグループをオンライン化することによって、アプリケーションサービスグ
ループをフェールオーバーし、必要に応じてリモートサイトでオンライン化できることを証
明できます。
ファイアドリルサービスグループは外部のクライアントまたはリソースの他のインスタンスと
連動しません。したがって、アプリケーションサービスグループがオンラインであってもファ
イアドリルサービスグループは安全にオンラインにすることができます。ファイアドリルは、
リモートサイトでのみ実行してください。もとのアプリケーションがオンラインになっている
ホストで、ファイアドリルサービスグループをオンラインにすることはできません。

DiskGroupSnap エージェントについて
DiskGroupSnap エージェントは、クラスタ環境での VxVM ディスクグループとボリューム
のサイト対応とエラー対応を検証します。キャンパスクラスタでファイアドリルを実行するた
めに、ファイアドリルサービスグループ内で DiskGroupSnap タイプのリソースを設定する
必要があります。
メモ: ファイアドリルを実行するには、アプリケーションサービスグループをプライマリサイト
でオンラインにしておく必要があります。
ドリルを実行している間、DiskGroupSnap エージェントは次のことを実行します。
■

サイト内に存在する各ノードに対して、エージェントはアプリケーションサービスグルー
プの SystemZones 属性と、そのノードに対応する VxVM サイト名の相関を示しま
す。

■

アプリケーションサービスグループ内に存在するディスクグループごとに、エージェン
トは VxVM サイトタグがそのディスクグループに対して定義されていることを検証しま
す。

■

アプリケーションサービスグループ内に存在するディスクグループごとに、エージェン
トはセカンダリサイト内に存在するディスクに対して、プライマリサイト内に存在するディ
スクと同じ VxVM サイトタグが付けられていないことを検証します。

■

エージェントは、ディスクグループ内に存在するすべてのボリュームが、各サイトでプ
レックスを所有していることを検証します。

エージェントについて詳しくは、『Symantec 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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キャンパスクラスタでのファイアドリルの実行について
このトピックでは、キャンパスクラスタでファイアドリルを実行する方法について説明しま
す。
ファイアドリルを実行するには、次のタスクを実行します。
■

「ファイアドリルサービスグループの設定」

■

「キャンパスクラスタでのファイアドリルの正常な実行」

ファイアドリルサービスグループの設定
このトピックでは、ファイアドリルサービスグループの設定方法についての情報を提供しま
す。
ファイアドリルサービスグループを設定するには

1

2

アプリケーションサービスグループと同様の手順で、ファイアドリルサービスグループ
を設定します。ただし、次の例外があります。
■

AutoFailOver 属性を 0 に設定する必要があります。

■

ネットワーク関連のリソースを設定してはなりません。

■

ファイアドリスサービスグループの中では、DiskGroup リソースと Mount リソース
に対応するディスクグループの名前には、「_fd」を追加する必要があります。
たとえば、アプリケーションサービスグループの中で DiskGroup 属性の値が
ccdg である場合、それに対応するファイアドリルサービスグループ内の値は
ccdg_fd であることが必要です。
アプリケーションサービスグループの中で Mount 属性の値が
/dev/vx/dsk/ccdg/ccvol である場合、それに対応するファイアドリルサービスグ
ループ内の値は /dev/vx/dsk/ccdg_fd/ccvol であることが必要です。

DiskGroupSnap タイプのリソースを追加します。 DiskGroupSnap リソースに対し
て TargetResName 属性と FDSiteName 属性を定義します。
属性について詳しくは、『Symantec 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。

3

DiskGroup リソースが DiskGroupSnap リソースに依存するよう、依存関係を作成し
ます。

4

ファイアドリルサービスグループがアプリケーションサービスグループに対して offline
local 依存関係を持つように、グループ依存関係を作成します。

キャンパスクラスタでのファイアドリルの正常な実行
アプリケーションを実行していないシステムゾーンの中にあるノードで、ファイアドリルサー
ビスグループをオンラインにします。ファイアドリルサービスグループがオンラインになるこ
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とを確認します。この作業により、ソリューションが正しく設定され、プライマリサイトで障害
（災害）が発生した場合は、運用サービスグループがリモートサイトにフェールオーバー
することが検証されます。
ファイアドリルサービスグループがオンラインになっているノード、またはディスクグループ
がオンラインになっているノードで、ノードを停止する前または VCS をローカルで停止す
る前に、ファイアドリルサービスグループをオフラインにする必要があります。この操作を
実行しなかった場合、ノードが再起動した後、プライマリサイトにインポートされたディスク
グループに対して、ユーザーがファイアドリルを手動で再接続する必要が生じます。
メモ: ファイアドリルを実行しようとするアプリケーションに対して、それらのアプリケーショ
ンリソースタイプに対する FireDrill 属性の値を 1 に設定する必要が生じます。ファイアド
リルが完了した後で、この値を 0 に再設定してください。
ファイアドリルを正常に実行するには

1

ファイアドリルサービスグループのリソースに対してリソースレベルの FireDrill 属性
を上書きします。

2

アプリケーションリソースの FireDrill 属性を 1 に設定します。これは、アプリケーショ
ンサービスグループとファイアドリルサービスグループが同時にオンラインになって
いる場合に、エージェントが同時性違反を報告するのを防ぎます。

3

ファイアドリルサービスグループをオンライン状態にします。
ファイアドリルサービスグループがオンラインにならない場合は、VCS エンジンログ
を確認して、問題のトラブルシューティングを行います。これにより、運用サービスグ
ループで必要な対応措置を取ることができます。
警告: ファイアドリルが完了した後、ファイアドリルサービスグループをオフラインにす
る必要があります。その結果、アプリケーションサービスグループのフェールオーバー
動作が影響を受けることはありません。この作業を実行しなかった場合、プライマリサ
イトで災害が発生したときに、リソースの競合が原因でアプリケーションサービスグ
ループをセカンダリサイトにフェールオーバーすることができません。

4

ファイアドリルが完了した後で、ファイアドリルサービスグループをオフラインにしま
す。

5

リソースに対する Firedrill 属性を 0 に再設定します。

6

リソースレベルからの Firedrill 属性を元に戻すか、上書きします。
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23
処理速度に関する注意事項
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタコンポーネントの処理速度に対する影響

■

クラスタ操作の処理速度に対する影響

■

スケジュールクラスと優先度の設定について

■

HAD の CPU バインド

■

VCS エージェントの統計機能

■

VCS のチューニングパラメータについて

クラスタコンポーネントの処理速度に対する影響
VCS および VCS のエージェントは、アプリケーションとして同一のシステム上で動作し
ます。したがって、VCS は、システム処理速度全体に対する影響を最小限に抑えようとし
ます。 処理速度に影響を与えるクラスタ化の主なコンポーネントには、カーネル（特に
GAB および LLT）、VCS エンジン（HAD）および VCS エージェントがあります。以降の
項で述べる属性またはコマンドについて詳しくは、コマンドラインからの VCS の管理に関
する章と VCS 属性に関する付録を参照してください。
p.677 の 「カーネルコンポーネント（GAB と LLT）の処理速度に対する影響」 を参照して
ください。
p.677 の 「 VCS エンジン（HAD）の処理速度に対する影響」 を参照してください。
p.678 の 「 エージェントの処理速度に対する影響」 を参照してください。
p.679 の 「VCS グラフィカルユーザーインターフェースの処理速度に対する影響」 を参照
してください。

第 23 章 処理速度に関する注意事項
クラスタコンポーネントの処理速度に対する影響

カーネルコンポーネント（GAB と LLT）の処理速度に対する影響
一般に、VCS カーネルコンポーネントのオーバーヘッドはごくわずかです。カーネルコン
ポーネントは、クラスタシステム間におけるハートビートおよび原子的な情報交換機能を
実現しています。デフォルトでは、クラスタ内の各システムは、毎秒、2 つの小さなハート
ビートパケットをクラスタ内の別のシステムに送信します。
ハートビートパケットは、/etc/llttab 設定ファイルに設定されたすべてのネットワークリ
ンクを介して送信されます。
システム間の通信は、プライベートネットワークリンク全体に負荷が分散されます。あるリン
クに障害が発生しても、VCS は残りのリンクをすべてそのまま使います。一般的に、ネッ
トワークリンクにはプライベートネットワークが使われるため、サービスの提供に使われる
パブリックネットワークのトラフィックが増加することはありません。パブリックネットワーク
（LAN）リンクを、デフォルトで各システムから毎秒わずかなユニキャストパケット（64 バイ
ト）だけを生成する low-priority（低優先度）に設定すると、すべてのプライベートネットワー
クリンクが停止した場合にのみこのリンクにデータを搬送させることが可能です。

VCS エンジン（HAD）の処理速度に対する影響
VCS エンジン HAD は、デーモンプロセスとして実行されます。デフォルトでは、優先度
の高いプロセスとして実行するため、確実にカーネルコンポーネントへハートビートを送
信し、障害に対してすばやく反応します。HAD では、個別のスレッドにログ記録を実行し
て、パフォーマンスに対するログ記録が原因の影響を軽減します。
VCS はシステムに常駐して、エージェント、ha コマンド、グラフィカルユーザーインター
フェース、その他のシステムからのメッセージを待ちます。 通常の状況では、HAD が処
理するメッセージはほんの少数です。 その主なメッセージは、エージェントからのハート
ビートメッセージと、グローバルカウンタからのメッセージ更新です。イベントが発生する
と、VCS では、追加分のメッセージ交換が発生しますが、通常はイベント発生時でもオー
バーヘッドはわずかです。オーバーヘッドの大きさは、イベントのタイプによって異なりま
す。たとえば、リソース障害が発生すると、あるシステムでグループのオフライン化が行わ
れ、別のシステムでオンライン化が行われます。システム障害の場合は、障害の起きたシ
ステムのすべてのオンラインサービスグループ対するフェールオーバーが行われます。
VCS の状態を継続的に監視するには、VCS GUI または hastatus コマンドを使いま
す。どちらの方法も、VCS への接続を維持してイベントを通知します。いずれも、hastatus
-summary または hasys のようなコマンドをループ内で実行するより効率的です。
複数のイベントが同時に発生した場合、VCS に接続しているクライアントの数が、処理速
度に影響することがあります。たとえば、5 つの GUI プロセスが VCS に接続している場
合、VCS は 5 つのプロセスすべてに状態の更新を送信します。VCS に接続しているク
ライアントの数が少ないほど、このオーバーヘッドも減少します。
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エージェントの処理速度に対する影響
VCS エージェントプロセスは、システム処理速度に最も大きな影響を及ぼします。各エー
ジェントプロセスには、エージェントフレームワークとエージェント関数の 2 つのコンポー
ネントがあります。エージェントフレームワークには、HAD との通信、複数のリソースのマ
ルチスレッド、スレッドのスケジューリングおよび関数の呼び出しなど、一般的な機能が備
わっています。エージェント関数は、エージェント固有の機能を実行します。 エージェン
トを設定するときは、従う必要のある処理速度のガイドラインを確認してください。
p.678 の 「リソースタイプとエージェント設定の監視」 を参照してください。

リソースタイプとエージェント設定の監視
デフォルトでは、VCS は、60 秒ごとに各リソースを監視、すなわち monitor エントリポイ
ントを呼び出します。この間隔を変更するには、リソースタイプの MonitorInterval 属性を
変更します。重要でないリソースやシステム全体の処理速度に影響がある監視操作を行
うリソースに対しては、監視の頻度を減らすことができます。監視の頻度を減らすと、VCS
がリソース障害を検出するのに時間がかかることに注意してください。
デフォルトでは、VCS は、オフライン状態のリソースも監視します。それによって、リソース
が VCS 以外からの操作によってオンラインとなった場合、VCS はこのイベントを検出し、
フェールオーバーグループに対して同時性違反のフラグを立てます。オフラインリソース
の監視頻度を減らすには、そのリソースタイプの OfflineMonitorInterval 属性を変更しま
す。
VCS エージェントフレームワークは、マルチスレッドを使って、同じタイプのリソースに対
して複数のリソース操作を同時に実行できるようにします。たとえば、1 つの Mount エー
ジェントがすべての Mount リソースを処理します。大部分のリソースタイプに対してエー
ジェントのスレッド数は、デフォルトで 10 です。このデフォルト値を変更するには、該当す
るリソースタイプの NumThreads 属性を変更します。NumThreads 属性の最大値は 30
です。
前述の例の説明を続けると、Mount エージェントは、MonitorInterval 属性または
OfflineMonitorInterval 属性に基づいて、すべての Mount リソースに対する monitor
機能を実行するスケジュールを設定します。Mount リソースの数が NumThreads の値を
上回った場合、スレッドが解放されるまで、一部の Mount リソースに対する monitor 機
能の実行が遅延する場合があります。
NumThreads 属性の変更に関しては、他にも次のような注意事項があります。
■

所定のタイプのリソースが 1 つか 2 つしかない場合は、NumThreads の値を小さく
することができます。

■

所定のタイプのリソースが数多く存在する場合は、monitor 機能の実行時間と、監視
に使える CPU 処理能力を考慮してください。たとえば、50 のマウントポイントがある
場合、NumThreads の値を大きくすることで、システム処理速度全体に影響を及ぼさ
ずに Mount エージェントの理想的な処理速度を得ることができます。
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また、関連する属性を変更することによって、VCS が各種の機能を監視する頻度を調整
することができます。MonitorTimeout 属性、OnlineTimeout 属性および OfflineTimeout
属性は、monitor、online および offline 機能の処理がその時間内に完了する必要があ
る最大時間（秒数）を定義し、各機能がその時間内に完了しない場合には、終了します。
MonitorTimeout 属性のデフォルト値は 60 秒です。OnlineTimeout 属性および
OfflineTimeout 属性のデフォルト値は 300 秒です。最良の結果を得るため、デフォルト
を変更する前に、リソースのオンライン化、オフライン化、監視にかかる時間を測定するこ
とをお勧めします。オンライン化またはオフライン化にかかる時間を測定するには、online
コマンドまたは offline コマンドを実行します。リソースの監視にかかる時間を測定するに
は、リソースの障害を発生させてから probe コマンドを実行するか、リソースを VCS 以外
の制御でオンラインにしてから probe コマンドを実行します。
エージェントは一般に、通常のプロセスと同じプライオリティで実行されます。エージェン
トを開発する際は、次の点を考慮してください。
■

エージェントを作成する場合は、C または C++ を使って monitor 機能を作成してく
ださい。スクリプトベースの monitor を作成すると、VCS は、monitor の実行ごとに新
しいプロセスを生成してしまいます。この方法では、該当するタイプのリソースが数多
く存在する場合にシステムリソースを消費します。

■

リソースの監視を実行すると負担が大きい場合、通常監視と、より広範囲な詳細監視
に分割することができます。通常監視を使うか詳細監視を使うかは、各自の設定必要
条件によって異なります。

エージェントに関する他の注意事項として、サービスグループの SystemList 属性を正し
く設定してください。 たとえば、あるサービスグループを SystemA と SystemB でのみオ
ンラインにできることがわかっている場合、SystemList にはその他のシステムを加えない
でください。余分なエージェントプロセスや監視のオーバーヘッドを抑えることができま
す。

VCS グラフィカルユーザーインターフェースの処理速度に対する影響
VCS グラフィカルユーザーインターフェース、Cluster Manager（Java コンソール）は、
HAD への永続的な接続を維持し、クラスタの状態に関する定期的な更新を HAD から受
け取ります。 最適な結果を得るには、システム上の GUI をクラスタの外で実行し、ノード
処理速度への影響を回避してください。

クラスタ操作の処理速度に対する影響
クラスタのシステム、リソース、サービスグループでの以下の操作が処理速度に与える影
響について説明した以下のトピックを確認してください。
クラスタシステムの起動

p.680 の 「 クラスタシステム起動時の VCS の処理速度に関する
注意事項」 を参照してください。
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リソースのオンライン化

p.681 の 「 リソースがオンラインになるときの VCS の処理速度に
関する考慮事項」 を参照してください。

リソースのオフライン化

p.681 の 「 リソースがオフラインになるときの VCS の処理速度に
関する注意事項」 を参照してください。

サービスグループのオンライン p.681 の 「サービスグループがオンラインになるときの VCS の処
化
理速度に関する注意事項」 を参照してください。
サービスグループのオフライン p.682 の 「サービスグループがオフラインになるときの VCS の処
化
理速度に関する注意事項」 を参照してください。
リソースでの障害

p.682 の 「 リソースで障害が発生したときの VCS の処理速度に
関する注意事項」 を参照してください。

システムでの障害

p.683 の 「 システムで障害が発生したときの VCS の処理速度に
関する注意事項」 を参照してください。

ネットワークリンクでの障害

p.684 の 「 ネットワークリンクで障害が発生したときの VCS の処
理速度に関する注意事項」 を参照してください。

システムのパニック

p.685 の 「 システムパニックのときの VCS の処理速度に関する
注意事項」 を参照してください。

サービスグループの切り替え

p.688 の 「 サービスグループが切り替わるときの VCS の処理速
度に関する注意事項」 を参照してください。

サービスグループのフェール
オーバー

p.688 の 「 サービスグループがフェールオーバーするときの VCS
の処理速度に関する注意事項」 を参照してください。

クラスタシステム起動時の VCS の処理速度に関する注意事項
クラスタシステムを起動すると、カーネルドライバと VCS プロセスは特定の順序で起動し
ます。 そのシステムがクラスタ内で最初に VCS を起動したシステムである場合、VCS は
そのシステムに存在するクラスタ設定ファイル main.cf を読み込み、メモリ内に設定デー
タベースを作成します。この場合、システムは LOCAL_BUILD の状態になります。 シス
テムは設定データベースの作成を終えると、RUNNING モードに遷移します。 最初のシ
ステムが LOCAL_BUILD 状態のときに、クラスタに別のシステムが参加すると、その新規
のシステムは最初のシステムが RUNNING モードに遷移するまで待機します。メモリ内
に設定データベースを作成するのにかかる時間は、設定に含まれるサービスグループの
数とその依存関係、およびグループごとのリソースの数とリソースの依存関係によって異
なります。VCS は、各システム、サービスグループ、タイプおよびリソースに対してオブ
ジェクトを作成します。 一般に、システム、サービスグループおよびタイプの数は少ない
ので、リソースの数とリソースの依存関係によって、設定データベースを作成し、VCS が
RUNNING モードになるまでの時間が決定します。 少なくとも 1 つのシステムが
RUNNING モードであるクラスタにシステムが参加する場合、その新規のシステムは、
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running モードであるシステムのうち、一番小さいノード ID が設定されているシステムか
らクラスタの設定情報を取得し、ローカルのメモリ内に設定データベースを作成します。
メモ: AutoStart 属性が定義されたサービスグループでは、サービスグループの SystemList
属性に定義されたすべてのシステムで VCS が RUNNING モードに遷移した後に、グ
ループを online 状態にします。

リソースがオンラインになるときの VCS の処理速度に関する考慮事項
エージェントの online 機能は、リソースを online 状態にします。この機能では、リソース
が完全にオンラインになる前に、システムにプロンプトが返される場合があります。後続の
monitor によって、リソースが online 状態になっているかどうかが確認され、その情報が
VCS に報告されます。VCS が判断するリソースのオンライン化に必要な時間とは、リソー
スが online 状態になるまでの時間と、後続の monitor が実行されて VCS に報告される
までの時間を足したものです。
ほとんどのリソースは、online 機能が完了するとオンラインになります。エージェントは、こ
の機能の完了直後に monitor を実行するようにスケジュールを設定しているので、最初
の monitor は、リソースをオンラインとして検出します。ただし、データベースサーバーな
ど、リソースによってはリソースをオンラインにするためにデータのリカバリが必要になり、
そのリカバリに時間がかかることがあります。この場合、リソースのオンライン化にかかる時
間は、修復するデータの量によって異なります。データベースサーバーがオンラインとし
て報告されるまでに、複数の monitor が実行される場合もあります。このような場合、デー
タベースサーバーのリソースタイプの OnlineTimeout 属性と OnlineWaitLimit 属性に適
切な値を設定することが大切です。

リソースがオフラインになるときの VCS の処理速度に関する注意事項
online 機能と同様に、offline 機能はリソースのオフライン化を実行し、場合によってはリ
ソースが実際にオフラインとなる前に、システムにプロンプトを返す場合があります。後続
の monitor によって、リソースがオフラインかどうかが確認されます。VCS が判断するリ
ソースのオフライン化に必要な時間とは、リソースがオフラインになるまでの時間と、後続
の monitor が実行されて VCS に報告されるまでの時間を足したものです。ほとんどのリ
ソースは通常、offline 機能が完了するとオフラインになります。エージェントは、offline 機
能の完了直後に monitor を実行するようにスケジュールを設定しているので、最初の
monitor は、リソースをオフラインとして検出します。

サービスグループがオンラインになるときの VCS の処理速度に関する
注意事項
サービスグループのオンライン化にかかる時間は、サービスグループ内のリソースの数、
サービスグループの依存関係の構造、サービスグループのリソースがオンラインになるま
での時間によって異なります。 たとえば、サービスグループ G1 に R1、R2、R3 の 3 つ
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のリソースがあるとすると（R1 は R2 に依存し、R2 は R3 に依存する場合）、VCS はま
ず R3 をオンラインにします。R3 がオンラインになると、次に R2 をオンラインにします。
R2 がオンラインになると、次に R1 をオンラインにします。G1 のオンライン化にかかる時
間は、すべてのリソースのオンライン化にかかる時間と等しくなります。ただし、R1 が R2
と R3 の両方に依存しており、かつ、R2 と R3 には依存関係が存在しない場合は、R2
と R3 のオンライン操作は同時に開始されます。R2 と R3 の両方がオンラインになると、
R1 のオンライン化が行われます。このサービスグループのオンライン化にかかる時間は、
R2 または R3 がオンラインになるまでにかかった時間が長いほうの時間と R1 がオンラ
インになるまでにかかった時間を足した時間になります。一般に、リソースグラフでサービ
スグループを見たとき、その幅が広いほど、パラレル操作が多くなり、オンライン化をより
迅速に行うことができます。サービスグループツリーが複雑になるほど、リソースのパラレ
ル操作が不可能になり、グループのオンライン操作はシリアル化されます。

サービスグループがオフラインになるときの VCS の処理速度に関する
注意事項
サービスグループのオフライン化は、サービスグループツリーの上位から下位へ機能しま
す。これは、ツリーの下位から上位へと機能するオンラインとは正反対の動きになります。
サービスグループのオフライン化にかかる時間は、サービスグループ内のリソースの数
と、サービスグループのリソースがオフラインになるまでの時間によって異なります。 たと
えば、サービスグループ G1 に R1、R2、R3 の 3 つのリソースがあるとすると（R1 は R2
に依存し、R2 は R3 に依存する場合）、VCS はまず R1 をオフラインにします。R3 がオ
フラインになると、次に R2 をオフラインにします。R2 がオフラインになると、次に R1 を
オフラインにします。G1 のオフライン化にかかる時間は、すべてのリソースのオフライン
化にかかる時間と等しくなります。

リソースで障害が発生したときの VCS の処理速度に関する注意事項
リソースの障害または失敗の検出にかかる時間は、リソースタイプの MonitorInterval 属
性によって異なります。リソースに障害が発生すると、次の monitor がこれを検出します。
ToleranceLimit 属性が 0 以外に設定されていると、monitor が一度だけ障害を検出し
ても、エージェントはこのリソースを faulted として宣言できません。 monitor 機能が、
ToleranceLimit で設定された回数よりも多く offline を返した場合に初めて、エージェン
トがリソースを faulted と宣言します。ただし、リソースが ConfInterval 属性で指定された
時間オンラインを続けた場合、それより前に返された offline の回数は ToleranceLimit
にカウントされません。
エージェントは、リソースに障害が発生したことを確認すると、clean 機能（実装されてい
る場合）を呼び出し、リソースが完全にオフラインであることを確認します。clean の次に
実行される monitor によって、オフラインが確認されます。エージェントは、RestartLimit
属性に定義された数値に従ってリソースの再起動を試みます（この属性値がゼロでない
場合）。それでもリソースの起動に失敗した場合は、リソースに障害があることを HAD に
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通知します。ただし、リソースが ConfInterval で指定された時間オンラインを続けた場合、
それより前に行われた再起動の試行回数は RestartLimit にカウントされません。
ほとんどの場合、ToleranceLimit は 0 に設定されています。リソース障害の検出にかか
る時間は、エージェントの monitor が障害を検出するまでにかかる時間と、clean 機能が
実装されている場合はリソースがクリーンアップされるまでの時間を足したものになります。
したがって、障害の検出にかかる時間は、MonitorInterval、monitor 機能と（実装されて
いる場合）clean 機能の効率および（設定されている場合）ToleranceLimit によって異な
ります。
リソースがハングして障害となった場合、monitor もハングする場合があります。たとえば、
データベースサーバーがハングしたときに、monitor がクエリーを実行しようとすると、
monitor もハングします。 monitor 機能がハングすると、エージェントは最終的に、機能
を実行しているスレッドを強制終了します。 デフォルトでは、エージェントは、60 秒後に
monitor 機能をタイムアウトにします。この設定は、MonitorTimeout 属性を変更して調
整することができます。 エージェントは、MonitorInterval に指定された時間が経過する
と、monitor を再試行します。 monitor 機能が、FaultOnMonitorTimeouts 属性に指定
された回数だけ連続してタイムアウトになると、エージェントはそのリソースを faulted とし
て処理します。エージェントは、clean エントリポイントが実装されている場合にこれを呼
び出します。FaultOnMonitorTimeouts のデフォルト値は 4 ですが、リソースタイプの属
性値を変更することで調整することができます。このパラメータに大きい値を指定すると、
リソースがハングした場合に障害の検出が遅れます。 リソースのハングに伴って monitor
機能がハングした場合、この障害を検出するまでの時間は、MonitorTimeout、
FaultOnMonitorTimeouts および monitor と clean（実装されている場合）の効率によっ
て異なります。

システムで障害が発生したときの VCS の処理速度に関する注意事項
システムがクラッシュしたり、電源が切れると、クラスタ内の他のシステムとのハートビート
処理が停止します。デフォルトでは、クラスタ内の他のシステムは、21 秒間そのシステム
からのハートビート信号を待った後、そのシステムがシステム障害を起こしたと判断しま
す。 21 秒という時間は、LLT の通信相手（ピア）とのデフォルト通信タイムアウト値 16 秒
に、GAB 安定タイムアウトのデフォルト値 5 秒を加えて算出されています。
通信相手（ピア）とのタイムアウト値はデフォルトが 16 秒ですが、この値は、/etc/llttab
ファイルで変更することが可能です。
たとえば、12 秒を指定するには、llttab ファイルで次のように指定します。
set-timer peerinact:1200

メモ: 他のシステムとの通信タイムアウト値を変更した後、この変更を反映させるには、LLT
を設定解除してから再起動する必要があります。 LLT の設定を解除するには、lltconfig
-U と入力します。 LLT を再起動するには、lltconfig -c と入力します。
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GAB 安定タイムアウト値を変更するには、次のように指定します。
gabconfig -t timeout_value_milliseconds

このようにタイムアウト値を変更することが可能ですが、LLT の通信相手とのタイムアウト
値、GAB 安定タイムアウト値を変更しないことを推奨しています。
システムを起動すると、OS が再び起動するまで、そのシステムを使うことはできません。
システムの再ブートプロセスによって、HAD を含むすべてのプロセスが強制終了されま
す。VCS プロセスを強制終了すると、そのシステムを SystemList 属性に定義されてい
るすべてのサービスグループを、クラスタの他のシステムは自動無効化状態と定義しま
す。当該のシステムで OS が停止し、完全に電源まで切れた場合、AutoDisabled フラグ
はクリアされます。ShutdownTimeout 値に指定された時間内に、クラスタとそのシステム
の通信（ハートビート）が途絶え、もう一度通信が回復した場合、VCS はこれをシステムの
再ブートとして処理します。 ShutdownTimeout 属性のデフォルト値は変更できます。
p.841 の System attributes を参照してください。

ネットワークリンクで障害が発生したときの VCS の処理速度に関する注
意事項
あるシステムがクラスタへのネットワークリンクを失うと、そのネットワークリンクを利用した
ハートビート信号を送受信できなくなります。 LLT はこれを検出し、16 秒待機してから、
システムでリンクが失われたことを宣言します。
メモ: より高速のリンク障害検出を有効にすれば、LLT はリンク障害を即時に検出します。
p.683 の 「 システムで障害が発生したときの VCS の処理速度に関する注意事項」 を参
照してください。
LLT の通信相手とのタイムアウト値は /etc/llttab ファイルで変更できます。
たとえば、12 秒を指定するには、llttab ファイルで次のように指定します。
set-timer peerinact:1200

メモ: 他のシステムとの通信タイムアウト値を変更した後、この変更を反映させるには、LLT
を設定解除してから再起動する必要があります。 LLT の設定を解除するには、lltconfig
-U と入力します。 LLT を再起動するには、lltconfig -c と入力します。
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システムパニックのときの VCS の処理速度に関する注意事項
GAB が意図的にシステムパニックを引き起こすいくつかの事例があります。 たとえば、内
部プロトコルエラーや LLT ノード ID の競合を検出した場合などです。 他には次のような
場合です。
■

クライアントプロセス障害
p.685 の 「GAB クライアントプロセス障害について」 を参照してください。

■

登録の監視
p.686 の 「GAB クライアントの登録監視について」 を参照してください。

■

ネットワーク障害
p.687 の 「ネットワークエラーと GAB IOFENCE メッセージについて」 を参照してくだ
さい。

■

Quick reopen
p.688 の 「Quick Reopen について」 を参照してください。

GAB クライアントプロセス障害について
GAB へのハートビート送信を行う HAD などの GAB クライアントプロセスが失敗した場
合、このプロセスは強制終了します。 カーネルでプロセスがハングアップするか、または
強制終了できない場合、GAB はシステムを停止させます。 gabconfig コマンドで -k オ
プションを使うと、GAB は、成功するまでクライアントプロセスの強制終了を試みます。こ
の操作は、クラスタ全体に影響を及ぼす可能性があります。gabconfig コマンドで -b オ
プションを使うと、GAB は、クライアントプロセスの強制終了を行いません。代わりに、プ
ロセスがハートビートの送信に失敗すると、システムにパニックを引き起こします。このオ
プションは、一度設定するとオフにはできません。
HAD は、定期的に GAB とのハートビートを行います。30 秒（デフォルト値）のハートビー
トタイムアウトの間 GAB に登録します。（CPU 負荷ごとの）ノードの負荷平均を決定する
のに GAB が動的な動作を示すようにするため、VCS の環境変数
VCS_GAB_TIMEOUT_SECS と VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS を設定できます。変
数の値と平均システム負荷を使って、GAB は HAD を強制終了した後の猶予期間を決
定します。
ノードの平均負荷が最小で HAD がカーネルでハングアップして VCS_GAB_TIMEOUT_SECS
タイムアウト内に GAB とハートビートできないような場合、GAB は SIGABRT 信号を送
信して HAD を強制終了しようとします。試行が失敗すると、GAB は再試行の数が
gab_kill_ntries-1 の値に達するまで再試行します。GAB が SIGABRT 信号で HAD
を強制終了できない場合、GAB は SIGKILL を送信してポートを閉じます。平均負荷が
最小のとき、GAB は負荷に動的に適応しないため、HAD の存続を維持する猶予期間を
決定する VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS タイムアウト値を考慮しません。
ノードの平均負荷が高い場合、HAD は CPU 負荷またはファイルシステムとの I/O パス
の遅延のために GAB と通信できません。オペレーティングシステムは平均負荷に応じて
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GAB に負荷の平均数を送信します。負荷の平均数は 5（最小負荷）から 10（最大負荷）
の範囲です。GAB は負荷の平均数を使い、VCS_GAB_TIMEOUT_SECS 変数と
VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS 変数でユーザーが指定した範囲内の負荷に基づ
いて指数関数的に変化する猶予期間を計算します。GAB は SIGABRT 信号を送信す
ることによって HAD を強制終了した後の猶予期間の間 HAD がハートビートを送信する
のを待機します。SIGABRT 信号の後でも GAB が強制終了できない場合は、SIGKILL
を送信し、ポートを閉じます。
HAD のタイムアウト期間の計算で GAB によって考慮されるチューニングパラメータ:
■

GAB は VCS_GAB_TIMEOUT_SECS と VCS_GAB_TIMEOUT の両方のタイムアウトが設
定されている場合、VCS_GAB_TIMEOUT_SECS タイムアウトを考慮して HAD のタイム
アウト期間を計算します。

■

GAB は VCS_GAB_TIMEOUT_SECS タイムアウトが設定されていない場合、
VCS_GAB_TIMEOUT タイムアウトを考慮します。

■

VCS_GAB_PEAKLOAD_TIMEOUT_SECS タイムアウトが設定されていない場合、または

その値が VCS_GAB_TIMEOUT_SECS タイムアウトと同じ場合、GAB は HAD の猶予期
間の決定に指数関数的に適応できません。
デフォルトでは、ポートを閉じる前に GAB は HAD の強制終了を 5 回試行します。GAB
が HAD の強制終了を試行する回数は、カーネルチューニングパラメータの
gab_kill_ntries で設定できます。このチューニングパラメータの最小値は 3、最大値は
10 です。
ポートを閉じることにより、このノードの HAD が強制終了したことを他のノードに示します。
停滞状態から復旧すると、HAD はまず、保留中の信号を処理します。このとき、HAD は
最初に SIGKILL を受信するため、強制終了されます。
GAB は SIGKILL 信号の送信後、HAD が強制終了するまでの所定時間待機します。こ
の時間を経過しても HAD が動作している場合、GAB はシステムにパニックを引き起こし
ます。 この制限時間は、カーネルチューニングパラメータの gab_isolate_time で設定で
きます。タイマーの最小値は 16 秒、最大値は 4 分です。

GAB クライアントの登録監視について
登録監視機能を使うと、HAD が強制終了され、指定された時間が経過しても再接続しな
いときの GAB の動作を設定できます。
このシナリオは次のような状況で発生する場合があります。
■

システムの負荷が高すぎて hashadow プロセスが HAD を再起動できない。

■

HAD プロセスと hashadow プロセスがユーザーの操作によって強制終了された。

■

hashadow プロセスが HAD を再起動したが、HAD を登録できなかった。

■

ハードウェアの障害が原因で HAD プロセスと hashadow プロセスが終了する。
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■

HAD プロセスと hashadow プロセスが動作していない他のすべての状況。

この状況が起きると、登録監視タイマーが開始します。 vcsenv ファイルの
VCS_GAB_RMTIMEOUT パラメータで定義された時間内に HAD が登録しない場合、
GAB は処理を実行します。VCS_GAB_RMTIMEOUT のデフォルト値は 200 秒です。
指定された時間が経過した後も HAD が登録できないとき、GAB はシステムパニックを予
告するメッセージを 15 秒おきにログに記録します。
vcsenv ファイルの VCS_GAB_RMACTION パラメータを設定することによって、この状
況での GAB の動作を制御できます。
■

この状況でシステムパニックを起こすように GAB を設定するには、次のように設定し
ます。
VCS_GAB_RMACTION=panic

この設定では、HAD プロセスと hashadow プロセスを強制終了させると、登録監視
のタイムアウト時間内に HAD を起動しない限り、パニック状態になります。
■

この状況でメッセージをログに記録するように GAB を設定するには、次のように設定
します。
VCS_GAB_RMACTION=SYSLOG

このパラメータのデフォルト値は SYSLOG です。この値は、指定された時間が経過
した後も HAD が再接続しないときにメッセージをログに記録するように GAB を設定
します。
このシナリオでは、（hastart を使って）HAD を再起動するか、または（gabconfig -U
を使って）GAB を設定解除することを選択できます。
登録の監視を有効にすると、HAD プロセスが通常どおり GAB から登録解除された（ユー
ザーが hastop コマンドを使って HAD を停止した）場合に GAB は処理を実行しません。

ネットワークエラーと GAB IOFENCE メッセージについて
ネットワーク分割が発生すると、1 つのクラスタは、2 つ以上のサブクラスタに分離する場
合があります。 2 つのクラスタが 1 つに結合する場合、GAB は 1 つのサブクラスタを破
棄します。 GAB は、診断メッセージを出力し、破棄されるサブクラスタに iofence メッセー
ジを送信します。
サブクラスタのシステムは、ユーザーのクライアントプロセスまたはカーネルモジュールが
使用する GAB ポートのタイプに応じて iofence メッセージを処理します。
■

GAB のクライアントがユーザープロセスである場合、GAB はこのクライアントプロセス
を強制終了しようとします。

■

GAB のクライアントがカーネルのモジュールである場合、GAB はシステムパニックを
引き起こします。
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gabconfig コマンドの -k オプションと -j オプションはユーザーのクライアントのプロセ

スに適用されます。 -k オプションは、ユーザープロセスを強制終了できない場合に、GAB
がシステムにパニックを引き起こすのを防止します。 -j オプションは、GAB が iofence
メッセージを受信した場合、システムにパニックを引き起こし、ユーザープロセスを強制終
了しません。

Quick Reopen について
あるシステムがクラスタから切り離されて、5 秒未満で再びクラスタに参加した、つまりハー
トビートの途絶が 5 秒未満であった場合、そのシステムには、quick reopen に設定した
理由を示す iofence メッセージが送信されます。このメッセージを受信したシステムは、
クライアントプロセスを強制終了しようとします。

サービスグループが切り替わるときの VCS の処理速度に関する注意
事項
サービスグループの切り替えにかかる時間は、もとのシステムでサービスグループがオフ
ラインになるまでの時間と、切り替え先のシステムでそのサービスグループがオンラインに
なるまでの時間を足したものになります。

サービスグループがフェールオーバーするときの VCS の処理速度に関
する注意事項
リソースに障害が発生した場合に、サービスグループのフェールオーバーにかかる時間
は、次に示すそれぞれの時間を足し合わせたものになります。
■

リソース障害を検出するまでの時間

■

元のシステムでサービスグループがオフラインになるまでの時間

■

VCS ポリシーモジュールがフェールオーバー先のシステムを決めるまでの時間

■

ターゲットシステムでサービスグループがオンラインになるまでの時間

システムに障害が発生した場合に、サービスグループのフェールオーバーにかかる時間
は、次に示すそれぞれの時間を足し合わせたものになります。
■

システムの障害を検出するまでの時間

■

他の実行中のシステムに依存するサービスグループをオフライン化するまでの時間

■

VCS ポリシーモジュールがフェールオーバー先のシステムを決めるまでの時間

■

ターゲットシステムでサービスグループがオンラインになるまでの時間

VCS ポリシーモジュールがターゲットシステムを決定するまでの時間は、その他の要因
と比較した場合それほど時間を要しません。
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グループ依存関係で firm が定義されている場合、子グループに障害が発生すると、VCS
は、直接依存している親グループと間接的に依存している親グループをすべてオフライ
ンにしてから、当該の子グループをターゲットシステムでオンラインにします。したがって、
親グループがオンラインになるまでの時間も、子グループがオンラインになるまでの時間
に依存します。

スケジュールクラスと優先度の設定について
VCS では、VCS プロセスの優先度とスケジュールクラスを指定できます。 VCS は次の
スケジュールクラスをサポートしています。
■

RealTime（設定ファイルでは RT と指定）

■

TimeSharing（設定ファイルでは TS と指定）

Solaris 9 以上では、次のクラスをサポートしています。
■

FairShare（設定ファイルでは FSS と指定）

■

FairPriority（設定ファイルでは FX と指定）

優先度の範囲について
表 23-1 では、RealTime、TimeSharing および SRM スケジュール（SHR）プロセスの優
先度の範囲をプラットフォーム別に示します。
優先度の範囲

表 23-1

プラット スケジュール デフォルトの優先 #ps コマンドの使用による優先度の範囲
フォー クラス
度の範囲（低/高）
ム
Solaris

RT

0 / 59

100 /159

TS

-60 / 60

該当せず

SHR

-60 / 60

該当せず

メモ: Solaris では #ps -ae -o pri, args
を使います。

デフォルトのスケジュールクラスと優先度
表 23-2 では、VCS で使われるクラスと優先度のデフォルト値の一覧を示します。 トリガ
プロセスのクラスと優先度は、ProcessClass 属性（デフォルトは TS）と ProcessPriority
属性（デフォルトは ""）に基づいて決定します。いずれの属性も、トリガプロセスが実行さ
れるクラスと優先度に従って変更することができます。
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表 23-2

デフォルトのスケジュールクラスと優先度
エンジンが作 Agent
成するプロセ
ス

スクリプト

デフォルトのスケジュールクラス RT

TS

TS

TS

デフォルトの優先度（Solaris）

60（最高）

0

0

Process

エンジン

57（最高 - 2）

メモ: 標準の設定では、特定の設定必要条件がないかぎり、スケジュールにデフォルト値
を使うことを推奨しています。
デフォルトの優先度の値は、プラットフォーム固有の値です。優先度が ""（空の文字列）
に設定されている場合、その優先度を VCS が動作しているプラットフォームに合った値
に自動的に変換します。TS の場合、デフォルトの優先度は TimeSharing クラスがサポー
トする最高の優先度になります。RT の場合、デフォルトの優先度は RealTime クラスが
サポートする最高の優先度の 2 つ下位になります。したがって、RealTime クラスがサ
ポートする最高優先度が 59 の場合、RT クラスのデフォルト優先度は 57 になります。
SHR の場合（Solaris でのみ）、デフォルトの優先度は SHR クラスがサポートする最高
の優先度になります。

HAD の CPU バインド
特定の状況で、Solaris オペレーティングシステムは、HAD が動作している CPU への高
優先度割り込みスレッドに CPU を割り当てる場合があり、これにより HAD が中断する場
合があります。
この場合、割り込みハンドラが操作を完了するまで HAD は機能できません。
この問題に対処するために、VCS では HAD を特定のプロセッサで実行するオプション
が用意されています。VCS はそのプロセッサセットでのすべての割り込みを無効にしま
す。 HAD を特定のプロセッサ上で実行するように設定するには、CPUBinding 属性を
設定します。
p.841 の System attributes を参照してください。
CPUBinding 属性を修正するには次のコマンドを使います。
hasys -modify sys1 CPUBinding BindTo
NONE|ANY|CPUNUM [CPUNumber number]

各オプションの説明
■

値 NONE は、HAD が CPU バインドを使わないことを示します。
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■

値 ANY は、HAD が任意の利用可能な CPU にバインドすることを示します。

■

値 CPUNUM は、HAD が、CPUNumber 属性に指定された CPU にバインドするこ
とを示します。
変数 number は、CPU のシリアル番号を指定します。

メモ: CPUBinding 属性を変更するのに、hasys -modify コマンドに、-add、-update、ま
たは -delete [-keys] オプションを使うことはできません。

VCS エージェントの統計機能
VCS は、リソースの監視にかかった時間を記録するように設定できます。
これらの統計を使って、MonitorTimeout 属性を設定できます。
また、リソースの監視サイクルに費やされた時間の傾向を分析することにより、リソースお
よびリソースがオンラインになっているシステムで発生し得る問題を把握できます。VCS
は、オンラインリソースについてのみ監視サイクル時間を記録することに注意してくださ
い。
VCS は、監視サイクルが完了するまでの時間を計算し、所定回数の監視サイクルを実行
後、平均監視時間を算出し、その平均値をリソースレベル属性に格納します。
さらに、監視サイクル時間の増加傾向を記録し、監視時間の突然の増加または段階的増
加を通知します。
VCS は、次のパラメータを使って、平均監視時間を計算し、監視サイクル時間の増加傾
向を検知します。
■

Frequency: 平均監視時間が計算され、VCS エンジンに送信されるまでの監視サイ
クルの回数。
たとえば、Frequency を 10 に設定すると、VCS は 10 回の監視サイクルごとに平均
監視時間を計算します。

■

ExpectedValue: リソースの予想監視時間（ミリ秒）。
実際の監視時間がこの予想監視時間を ValueThreshold の値だけ超過すると、VCS
は通知を送信します。したがって、FileOnOff リソースの ExpectedValue を 5000、
ValueThreshold を 40% に設定すると、FileOnOff リソースの監視サイクルが予想監
視時間を 40% 超過した場合、すなわち 7000 ミリ秒を超えた場合にのみ、VCS は
通知を送信します。

■

ValueThreshold: 予想監視時間との最大許容差（%）。監視サイクル時間がこの制限
値を超えると、VCS は監視時間の急増または急減を通知します。
たとえば、値 100 は、実際の監視時間が予想監視時間を 100% 以上超過すると、
VCS が通知を送信することを意味します。
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VCS は、これらの通知を段階的に送信します。監視サイクルが 12 回連続してしきい
値の制限を超えた場合、VCS は監視サイクル時間の最初の急増について通知して
から、それに続く 10 回連続の急増をまとめて通知します。
■

AvgThreshold: リソースの平均監視サイクル時間の増加に対するしきい値（%）。
VCS は、リソースの監視サイクルにかかる時間の移動平均を維持します。最初に計
算された移動平均は、基準平均として使われます。リソースの現在の移動平均と基準
平均との差がこのしきい値を超えると、VCS はこれを監視サイクル時間の段階的増
加または減少と見なし、それに関する通知を送信します。このような状況が発生した
場合、VCS は内部的に維持していた基準平均を、この新しい平均にリセットします。
VCS は、平均値の差が監視サイクル時間の増加または減少のいずれによるもので
あっても、通知を送信します。
たとえば、値 25 は、実際の平均監視時間が基準の平均監視時間を 25% 超過した
場合に、VCS が通知を送信することを意味します。

監視サイクル時間の記録
VCS は、各監視サイクルに要する時間と ExpectedValue を比較して、監視時間の急変
を記録します。この時間差が ValueThreshold を超えると、VCS は監視時間の急変を通
知します。VCS がこの通知を送信するのは、監視時間が増加した場合のみです。
VCS は、監視サイクル時間の基準平均と移動平均とを比較して、監視時間の段階的変
化を記録します。VCS は、所定回数の監視サイクルの実行後、基準平均を計算し、各監
視サイクルごとに移動平均を算出します。現在の移動平均と基準平均との差が
AvgThreshold を超えると、VCS は監視サイクル時間の段階的変化を通知します。

エージェントの統計機能を有効にする属性
このトピックでは、VCS エージェントの統計機能を有効にする属性について説明します。
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MonitorStatsParam リソースタイプレベルの属性で、監視時間の統計計算に必要なパラメータ値
を格納します。
static str MonitorStatsParam = { Frequency = 10,
ExpectedValue = 3000, ValueThreshold = 100,
AvgThreshold = 40 }
■

■

■

■

MonitorTimeStats

Frequency: 監視サイクルの平均時間を計算してエンジンに送信するま
での監視サイクルの数を定義します。この属性を設定する場合は、1 か
ら 30 までの値に設定する必要があり、デフォルトでは 0 に設定されて
います。
ExpectedValue: このタイプのすべてのリソースに対して予測される監視
時間（ミリ秒）。デフォルトは 3000 です。
ValueThreshold: 期待監視サイクル時間（ExpectedValue）と実際の監
視サイクル時間との許容差（%）。デフォルトは 100 です。
AvgThreshold: 監視サイクル時間の基準平均と移動平均の間の許容差
（%）。デフォルトは 40 です。

Frequency 属性で指定された回数の監視サイクルを実行するのに要した平
均時間と、その平均値が計算されたときのタイムスタンプを格納します。
str MonitorTimeStats{} = { Avg = "0", TS = "" }
この属性は、監視サイクルが Frequency 属性で指定された回数だけ実行
されると、定期的に更新されます。Frequency を 10 に設定した場合、この
属性は 10 回分の監視サイクル時間の平均を格納し、10 回の監視サイクル
ごとに更新されます。
この属性のデフォルト値は 0 です。

ComputeStats

VCS がリソースの監視時間を記録するかどうかを示すフラグ。
boolean ComputeStats = 0
0 の値は、VCS がリソースの監視ルーチンに要する時間を記録しないことを
示します。1 の値は、VCS がリソースの監視時間を記録することを示します。
この属性のデフォルト値は 0 です。

VCS のチューニングパラメータについて
VCS には、特定の機能のパフォーマンスを上げるために設定できるチューニングパラメー
タがあります。 ただし、カーネルドライバのチューニングパラメータを変更する場合は、必
ずシマンテック社のサポートにお問い合わせいただくことをお勧めします。いくつかの
チューニングパラメータは、重要なデータ構造のためのメモリを事前に割り当てており、そ
れらの値を変更すると、メモリの使用量が増えたり、パフォーマンスが低下したりします。
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警告: VXFEN などのカーネルモジュールの VCS チューニングパラメータは、シマンテッ
ク社サポート担当者の補助なしでは調整しないでください。

LLT のチューニングパラメータについて
LLT には、LLT モジュールの動作を変更し、制御するための、さまざまな設定とチューニ
ングパラメータがあります。 ここでは、実行時と LLT の起動時に変更できる LLT のチュー
ニングパラメータの一部について説明します。
p.320 の 「LLT（Low Latency Transport）について」 を参照してください。
チューニングパラメータは以下の 2 つのカテゴリに分類されます。
■

LLT タイマーチューニングパラメータ
p.694 の 「LLT タイマーチューニングパラメータについて」 を参照してください。

■

LLT フロー制御チューニングパラメータ
p.698 の 「LLT フロー制御チューニングパラメータについて」 を参照してください。

p.700 の 「LLT タイマーチューニングパラメータの設定」 を参照してください。

LLT タイマーチューニングパラメータについて
表 23-3 に、LLT タイマーチューニングパラメータのリストを示します。 タイマー値は .01
秒単位で設定します。 現在のタイマー値を表示するには、コマンド lltconfig –T query
を使用します。
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表 23-3
LLT パラメー 説明
タ
peerinact

LLT タイマーチューニングパラメータ
デフォ
ルト

LLT は、このタイマー間隔だけ 1600
ピアノードのリンクでパケットを
受信しないと、そのリンクを「非
アクティブ」と指定します。 リン
クが「非アクティブ」に指定され
ると、LLT はそのリンクでデータ
を送信しません。

変更のタイミング

■

■

■

LLT は、このタイマー間隔だけ 200
ピアノードの高優先度リンクで
パケットを受信しないと、そのリ
ンクを「問題発生」と指定しま
す。 リンクが「問題発生」に指定
されると、LLT はリンクが起動す
るまでそのリンクでデータを送信
しません。

■

peertroublelo LLT は、このタイマー間隔だけ 400
ピアノードの低優先度リンクで
パケットを受信しないと、そのリ
ンクを「問題発生」と指定しま
す。 リンクが「問題発生」に指定
されると、LLT はリンクが使用で
きるようになるまでそのリンクで
データを送信しません。

■

peertrouble

■

■

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

クライアントの通知処理ロ
このタイマーの値は、
ジックに従ってノード/リンク peertrouble タイマーの値より常
非アクティブ通知メカニズム に高くする必要があります。
を遅く、または速くする場合
に、この値を変更します。
障害のあるネットワークケー
ブル/スイッチの計画的な交
換の場合は、値を大きくしま
す。
プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
ネットワークトラフィックの
バースト状態が非常に高く
なったときは、ピアの終了が
誤って通知されることを避け
るためにこの値を大きくしま
す。
障害のあるネットワークケー
ブルまたは障害のあるスイッ
チの計画的な交換の場合
は、高い値に設定します。
プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
クラスタのノードが非常にビ
ジー状態であるときは、この
値を大きくします。
障害のあるネットワークケー
ブル/障害のあるスイッチの
計画的な交換の場合は、値
を大きくします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値より常に低くする
必要があります。 また、デフォ
ルト値に近くしておく必要があり
ます。

プライベートネットワークリン
クが非常に遅いとき、または
クラスタのノードが非常にビ
ジー状態であるときは、この
値を大きくします。
障害のあるネットワークケー
ブル/障害のあるスイッチの
計画的な交換の場合は、値
を大きくします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値より常に低くする
必要があります。 また、デフォ
ルト値に近くしておく必要があり
ます。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

heartbeat

LLT は、各高優先度リンクで
50
heartbeat タイマー間隔が経過
するたびに、ピアノードに対して
繰り返しハートビートパケットを
送信します。

プライベートネットワークリンクが
非常に遅い（または輻輳してい
る）とき、またはクラスタのノード
が非常にビジー状態であるとき
は、この値を大きくします。

このタイマーの値は、
peertrouble タイマーの値より低
くする必要があります。 また、
peertrouble タイマーの値に近
くしないようにする必要がありま
す。

heartbeatlo

LLT は、各低優先度リンクで
100
heartbeatlo タイマー間隔が経
過するたびにピアノードに対し
て繰り返しハートビートパケット
を送信します。

ネットワークリンクが非常に遅い
とき、またはクラスタのノードが
非常にビジー状態であるとき
は、この値を大きくします。

このタイマーの値は、
peertroublelo タイマーの値より
低くする必要があります。 また、
peertroublelo タイマーの値に
近くしないようにする必要があり
ます。

timetoreqhb

LLT が「timetoreqhb」で指定さ 1400
れた期間特定のリンクのピア
ノードからパケットを受信しない
場合、LLT は、そのピアノード
に対するハートビート要求（同じ
リンクのピアノードに 5 つの特
別なハートビート要求（hbreqs）
を送信）を試みます。ピアノード
が特別なハートビート要求に応
答しない場合、LLT はそのピア
ノードに対するこのリンクを「期
限切れ」と指定します。値は、0
から（peerinact -200）までの範
囲で設定できます。値 0 は、
ハートビート要求メカニズムを無
効にします。

クライアントの通知処理ロジック
に従ってノード/リンク非アクティ
ブ通知メカニズムを速くするに
は、このチューニングパラメータ
の値を小さくします。

このタイマーは、peerinact タイ
マーが変更されるたびに、
「peerinact - 200」に自動的に
設定されます。

この値は、連続する 2 つの特別 40
なハートビート要求の時間間隔
を指定します。 特別なハート
ビート要求について詳しくは、
timetoreqhb パラメータを参照
してください。

シマンテック社では、この値を変 適用不可能
更することは推奨しません。

reqhbtime

障害のあるネットワークケーブル
やスイッチの計画的な交換の場
合は、このタイマーを 0 に設定
することで、ハートビート要求メ
カニズムを無効にします。
プライベートネットワークリンクが
非常に遅いとき、またはネット
ワークトラフィックのバースト状態
が非常に高くなったときは、この
タイマーチューニングパラメータ
の値を変更しないでください。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

timetosendhb LLT は、LLT タイマーが一定の 200
間隔で実行しないとき、ノードの
稼働を保つためにタイマー切れ
コンテキストのハートビートを送
信します。 このオプションは、タ
イマーが動作していない場合に
ハートビートを送信する前に待
つ時間を指定します。
このタイマーチューニングパラ
メータを 0 に設定すると、タイ
マー切れコンテキストのハート
ビートメカニズムは無効になりま
す。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

障害のあるネットワークケーブ
ル/スイッチの計画的な交換の
場合は、このタイマーを 0 に設
定することで、タイマー切れコン
テキストのハートビートメカニズ
ムを無効にします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値以下にする必要が
あります。 また、peerinact タイ
マー値の近くにしない必要があ
ります。

プライベートネットワークリンクが
非常に遅いとき、またはクラスタ
のノードが非常にビジー状態で
あるときは、この値を大きくしま
す。

sendhbcap

この値は LLT がタイマーコンテ 18000
キストハートビートを連続して送
信する最大時間を指定します。

シマンテック社では、この値の
設定を推奨しません。

oos

順不同タイマーがノードで期限 10
切れになった場合、LLT はその
ノードに適切な NAK を送信し
ます。 LLT は oos パケットを受
信してすぐには NAK を送信し
ません。 NAK を送信する前に
oos タイマーの値だけ待ちま
す。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。
値を下げると、不必要な再送
信/NAK トラフィックが発生する
可能性があります。

LLT はこのタイマー間隔の値の 10
間に肯定応答を受信しなけれ
ばパケットを再送信します。

この値は変更しないでください。 適用不可能
値を下げると不必要な再送信が
発生する可能性があります。

retrans

該当なし

クラスタ（たとえば、キャンパスク
ラスタ）でラウンドトリップ時間が
大きい場合、oos の値を増加で
きます。

クラスタ（たとえば、キャンパスク
ラスタ）でラウンドトリップ時間が
大きい場合、retrans の値を増
加できます。
service

LLT は、service タイマー間隔 100
が経過するたびにサービスルー
チン（LLT クライアントにメッセー
ジを配信します）を呼び出しま
す。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

arp

このタイマーが期限切れになる 0
と、LLT は格納されているピア
ノードのアドレスをフラッシュし、
アドレスを再設定します。

この機能はデフォルトでは無効 適用不可能
です。

arpreq

このタイマーが期限切れになる 3000
と、LLT は arp 要求を送信し、
クラスタの他のピアノードを検出
します。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。

linkstable

この値は、 LLT がローカルノー 200
ドのリンクに関してリンク停止イ
ベントを処理するまでの待機時
間を指定します。 高速のリンク
障害検出を有効にした場合、
LLT はオペレーティングシステ
ムからリンク停止イベントを受信
します。

不安定なリンクの場合は、この
値を大きくします。

このタイマーの値は、peerinact
タイマーの値以下にする必要が
あります。 また、peerinact タイ
マー値の近くにしない必要があ
ります。

LLT フロー制御チューニングパラメータについて
表 23-4 に、LLT フロー制御チューニングパラメータのリストを示します。 フロー制御の値
はパケット数で設定します。 lltconfig -F query コマンドを使って、現在のフロー制
御の設定を表示できます。
表 23-4
LLT パラメー 説明
タ
highwater

LLT フロー制御チューニングパラメータ
デフォ
ルト

ノードの送信キュー内のパケッ 200
ト数が highwater に達すると、
LLT はフロー制御されます。

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

クライアントがバースト方式で
このフロー制御値は lowwater
データを生成する場合は、着信 フロー制御値より常に高くする
データ速度に合わせてこの値を 必要があります。
増やします。 値を大きくするとメ
モリの消費量が増えるので、不
必要にメモリを浪費しないように
適切な値を設定してください。
値を小さくすると、クライアントを
不必要にフロー制御する可能
性があります。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

LLT がクライアントのフロー制御 100
を行っているときは、ノードに対
するポート送信キュー内のパ
ケット数が lowwater に低下す
るまで、パケットの受け付けを再
開しません。

シマンテック社では、このチュー このフロー制御値は highwater
ニングパラメータを変更すること フロー制御値より低くする必要
は推奨しません。
があります。 highwater フロー
制御値に近い値を設定しない
ようにする必要があります。

rporthighwater ポートの受信キュー内のパケッ 200
ト数が highwater に達すると、
LLT はフロー制御されます。

クライアントがバースト方式で
このフロー制御値は
データを生成する場合は、着信 rportlowwater フロー制御値よ
データ速度に合わせてこの値を り常に高くする必要があります。
増やします。 値を大きくするとメ
モリの消費量が増えるので、不
必要にメモリを浪費しないように
適切な値を設定してください。

lowwater

値を小さくすると、ピアノード上
のクライアントを不必要にフロー
制御する可能性があります。
rportlowwater LLT がピアノード上のクライアン 100
トのフロー制御を行っているとき
は、ポートに対するポート受信
キュー内のパケット数が
rportlowwater に低下するま
で、そのクライアントに対するパ
ケットの受け付けを再開しませ
ん。
window

linkburst

LLT が ACK を受信せずに送 50
信するパケットの最大数です。

これは、次のリンクが選択される 32
前に LLT がリンク上で送信する
バックツーバックパケットの数を
表します。

シマンテック社では、このチュー このフロー制御値は
ニングパラメータを変更すること rpothighwater フロー制御値よ
は推奨しません。
り低くする必要があります。
rporthighwater フロー制御値
に近い値を設定しないようにす
る必要があります。

プライベートネットワークの速度
に応じて値を変更します。 ネッ
トワークの速度に関係なく値を
下げると、ウィンドウ順序が異な
るパケットの不必要な再送信が
発生する可能性があります。

このフロー制御値は、highwater
フロー制御値と lowwater フ
ロー制御値の差よりより大きくし
ないようにする必要があります。
このパラメータ（window）の値は
帯域幅を遅延させる製品の値
に合わせる必要があります。

パフォーマンス上の理由から、 このフロー制御値は、highwater
値は 0 または少なくとも 32 に フロー制御値と lowwater フ
する必要があります。
ロー制御値の差より大きくしな
いでください。
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LLT パラメー 説明
タ

デフォ
ルト

変更のタイミング

他の LLT チューニングパラ
メータとの依存関係

ackval

LLT は、次のアウトバウンドデー 10
タパケットの ACK パケットに便
乗することでパケットの肯定応
答を送信者ノードに送信しま
す。 ACK パケットを便乗させる
データパケットがない場合、LLT
は送信者に明示的な ACK を
送信する前に ackval 個のパ
ケットを待ちます。

パフォーマンス上の理由からこ 適用不可能
の値を変更しないでください。
値を大きくすると不必要な再送
信が発生する可能性がありま
す。

sws

Silly Window Syndrome を避 40
けるため、LLT は ACK 未受信
パケットの数がこのチューニン
グパラメータの値より低下した場
合にのみ、さらにパケットを伝送
します。

パフォーマンスの理由のため、
window チューニングパラメー
タの値が変更されたときは常
に、次の式に従ってこのパラ
メータの値を変更する必要があ
ります（sws = window *4/5）。

largepktlen

パケットを複数のポートに送信 1024
する場合、LLT は 1 つのポート
に対して一度に大きいパケット
を 1 つ、または小さいパケットを
5 つまで送信します。このパラ
メータは大きいパケットのサイズ
を指定します。

シマンテック社では、このチュー 適用不可能
ニングパラメータを変更すること
は推奨しません。

このパラメータの値は window
の値より小さくする必要がありま
す。 このパラメータの値は
window チューニングパラメー
タの値に近くする必要がありま
す。

LLT タイマーチューニングパラメータの設定
LLT のチューニングパラメータは、lltconfig コマンドまたは /etc/llttab ファイルで
設定できます。 lltconfig コマンドを使用すると、実行時にローカルノードのパラメータ
を変更できます。 シマンテック社はクラスタのすべてのノードでコマンドを実行してパラ
メータの値を変更することを推奨します。 システムの再ブート時に LLT パラメータを設定
するには、/etc/llttab ファイルにパラメータ定義を含める必要があります。 /etc/llttab
で何も指定されていない場合は、パラメータのデフォルト値が使われます。 /etc/llttab ファ
イルで指定されているパラメータ値は、LLT の起動時にのみ有効になります。 シマンテッ
ク社は各ノードの /etc/llttab ファイルでチューニングパラメータの同じ定義を指定す
ることを推奨します。
タイマーチューニングパラメータを取得して設定するには:
■

lltconfig コマンドを使ってタイマーのチューニングパラメータの現在の一覧を取得す
るには:
# lltconfig -T query
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■

lltconfig コマンドを使ってタイマーチューニングパラメータを設定するには:
# lltconfig -T timer tunable:value

■

/etc/llttab ファイルでタイマーチューニングパラメータを設定するには:
set-timer

timer tunable:value

フロー制御チューニングパラメータを取得して設定するには
■

lltconfig コマンドを使ってフロー制御チューニングパラメータの現在の一覧を取得す
るには:
# lltconfig -F query

■

lltconfig コマンドを使ってフロー制御チューニングパラメータを設定するには:
# lltconfig -F flowcontrol tunable:value

■

/etc/llttab ファイルでフロー制御チューニングパラメータを設定するには:
set-flow

flowcontrol tunable:value

lltconfig（1M）マニュアルページと llttab（1M）マニュアルページを参照してくださ

い。

GAB のチューニングパラメータについて
GAB には、GAB モジュールの動作を変更し、制御するための、さまざまな設定とチュー
ニングパラメータがあります。
p.319 の 「GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）について」 を参照し
てください。
チューニングパラメータは、クラスタ内のノードの最大許容数などの設定を制御するだけ
でなく、GAB が障害または障害状態を検出したときの GAB の動作方法も制御します。
これらのチューニングパラメータのいくつかは、GAB モジュールがシステムにロードされ
るときに必要です。 このようなロード時チューニングパラメータを変更したときは、GAB モ
ジュールのアンロードと再ロード、またはシステムの再ブートが必要です。 他のチューニ
ングパラメータ（実行時）は、GAB モジュールがロードされ、構成されて、クラスタが動作
している間でも変更できます。 このようなチューニングパラメータへの変更は、チューニン
グパラメータの値と GAB の動作に即時に反映されます。
p.702 の 「GAB のロード時チューニングパラメータまたは静的チューニングパラメータに
ついて」 を参照してください。
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p.703 の 「GAB の実行時チューニングパラメータまたは動的チューニングパラメータにつ
いて」 を参照してください。

GAB のロード時チューニングパラメータまたは静的チューニングパ
ラメータについて
表 23-5 は、モジュールのロード時に使われる GAB の静的なチューニングパラメータの
リストです。 このような GAB のチューニングパラメータをすべて表示するには、gabconfig
-e コマンドを使います。
これらのチューニングパラメータを変更するには、GAB 設定ファイルに新しい値を追加
する必要があります。 変更が反映されるのは、再ブート時または GAB モジュールの再
ロード時だけです。
表 23-5

GAB の静的チューニングパラメータ

GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

numnids

クラスタのノードの最大数

デフォルト: 64
範囲: 1 から 64

numports

クラスタのポートの最大数

デフォルト: 32
範囲: 1 から 32

flowctrl

GAB がフロー制御をヒットするまでの、GAB デフォルト: 128
キュー（送信または受信）内の保留中メッ
範囲: 1 から 1024
セージの数。
この値は、クラスタが動作中の間に
gabconfig -Q オプションで上書きでき
ます。 このチューニングパラメータの値を
制御するには gabconfig コマンドを使
います。

logbufsize

GAB の内部ログバッファのサイズ（バイト単 デフォルト: 48100
位）。
範囲: 8100 から
65400

msglogsize

内部メッセージログの最大メッセージ。

デフォルト: 256
範囲: 128 から
4096
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GAB パラメータ

説明

値（デフォルトと範
囲）

isolate_time

分離されたクライアントを待つ最大時間。

デフォルト: 120000
ミリ秒（2 分）

実行時に上書きできます。

範囲: 160000 から
p.703 の 「GAB の実行時チューニングパラ
24000（ミリ秒単位）
メータまたは動的チューニングパラメータ
について」 を参照してください。
kill_ntries

クライアントの強制終了を試みる回数。

デフォルト: 5

実行時に上書きできます。

範囲: 3 から 10

p.703 の 「GAB の実行時チューニングパラ
メータまたは動的チューニングパラメータ
について」 を参照してください。
conn_wait

クラスタの再設定中に、GAB がクラスタか デフォルト: 12
らノードを接続解除するまでの待ち時間の
範囲: 1 から 256
最大数（stable timeout パラメータで定義）

ibuf_count

GAB のログ記録デーモンが有効と無効か デフォルト: 8
どうか決定します。
範囲: 0 から 32
GAB のログ記録デーモンはデフォルトで
は有効になります。 無効にするには、
gab_ibuf_count の値を 0 に変更します。
クラスタが起動し、動作している間に、
gabconfig -K オプションを使って GAB
デーモンへのログインを無効にします。こ
のチューニングパラメータの値を制御する
には gabconfig コマンドを使います。

kstat_size

GAB で保持するシステム統計の数。

デフォルト: 60
範囲: 0 から 240

GAB の実行時チューニングパラメータまたは動的チューニングパ
ラメータについて
GAB の動的なチューニングパラメータは、GAB が設定されている間およびクラスタが動
作している間でも変更できます。 変更は gabconfig コマンドを実行することですぐに反
映されます。 これらのパラメータの一部は障害または障害状態が検出されたときの GAB
の動作も制御することに注意してください。 このような状態の一部では、データ破損を防
ぐために PANIC がトリガされる場合があります。
gabconfig -l コマンドを使ってデフォルト値を表示できます。 これらの値の変更が再

ブート時にも保持されるようにするには、適切なコマンドオプションを既存のオプションと
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共に /etc/gabtab ファイルに追加できます。 たとえば、次のような既存の /etc/gabtab
ファイルに -k オプションを追加できます。
gabconfig -c -n4

オプションを追加した後の /etc/gabtab ファイルは次のようになります。
gabconfig -c -n4 -k

表 23-6 では、gabconfig -l コマンドで表示される GAB の動的チューニングパラメー
タとその変更コマンドについて説明します。
表 23-6

GAB の動的チューニングパラメータ

GAB パラメータ

説明とコマンド

Control port seed

このオプションはクラスタを形成できるノードの最小数を定義します。 このオ
プションはクラスタの形成を制御します。 クラスタのノードの数が gabtab
ファイルで指定されている数より少ない場合、クラスタは形成されません。 た
とえば、gabconfig -c -n4 と入力すると、クラスタは 4 つのノードがす
べてクラスタに参加するまで形成されません。 gabconfig -x コマンドを
使ってこのオプションを有効にした場合、クラスタの他のノードがまだメンバー
シップの一部になっていなくても、そのノードはクラスタに参加します。
クラスタを形成できるノード数を設定するには、次のコマンドを使います。
gabconfig -n count
制御ポートシードを有効にするには、次のコマンドを使います。ノードは他の
ノードのメンバーシップを待たずにクラスタを形成できます。
gabconfig -x
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Halt on process
death

デフォルト: 無効
このオプションは、ユーザープロセスが終了したときに GAB がシステムを一
時停止（パニック）させる機能を制御します。 _had と _hashadow が kill
-9 を使用して強制終了された場合、システムは高可用性を失う可能性があ
ります。このオプションを有効にした場合、GAB はクライアントプロセスの終
了を検出するとシステムを PANIC にします。デフォルトの動作では、このオ
プションは無効になります。
プロセス終了時のシステムの一時停止を有効にするには、次のコマンドを使
います。
gabconfig -p
プロセス終了時のシステムの一時停止を無効にするには、次のコマンドを使
います。
gabconfig -P

Missed heartbeat
halt

デフォルト: 無効
このオプションを有効にすると、システムでは CVM 環境の VCS エンジンま
たは vxconfigd デーモンからの最初のハートビートが見つからないため
にパニックが発生します。 デフォルトのオプションでは即時パニックは無効
です。
この GAB オプションは、VCS エンジンまたは vxconfigd デーモンが GAB
にハートビートを送信しない場合に、GAB がノードをパニックにできるかどう
かを制御します。 VCS エンジンがハングして GAB にハートビートを送信で
きない場合、GAB はすぐにはシステムをパニックにしません。 GAB は、最
初に、iofence_timeout（デフォルト値は 15 秒）の間隔で kill_ntries（デフォ
ルト値は 5 回）回だけ SIGABRT を送信することで、プロセスの中止を試み
ます。 これに失敗すると、GAB は isolate_time グローバルチューニングパ
ラメータ（デフォルト値 2 分）で制御される分離タイムアウト期間だけ待ちま
す。 プロセスがそれでも稼働している場合、GAB はシステムを PANIC にし
ます。
このオプションを有効にすると、GAB はクライアントからのハートビートを受
け取らないと即座にシステムを一時停止します。
プロセスハートビートが失敗したときに、システム停止を有効にするには、次
のコマンドを使います。
gabconfig -b
プロセスハートビートが失敗したときに、システム停止を無効にするには、次
のコマンドを使います。
gabconfig -B

705

第 23 章 処理速度に関する注意事項
VCS のチューニングパラメータについて

GAB パラメータ

説明とコマンド

Halt on rejoin

デフォルト: 無効
このオプションを使用すると、ネットワーク分割の後で 1 つ以上のノードがク
ラスタに再参加するときの VCS エンジンまたはその他のユーザープロセス
の動作を設定できます。 デフォルトでは、GAB はVCS エンジンを実行する
ノードを PANIC にしません。 GAB は userland プロセス（VCS エンジンま
たは vxconfigd プロセス）を強制終了します。 これにより、ユーザーポート
（VCS エンジンの場合ポート h）がリサイクルされ、古い世代番号のメッセー
ジがプログラムでクリーンアップされます。 プロセスの再起動が必要な場合
は、GAB の制御の範囲外で処理する必要があります（hashadow プロセス
が _had を再起動する場合など）。
GAB にカーネルクライアント（フェンシング、VxVM、VxFS など）がある場
合、ネットワーク分割の後でクラスタに再参加するときにノードは常に PANIC
になります。 これは GAB がポートを消去して古いメッセージを削除できる唯
一の方法なので、PANIC は必須です。
再参加時にシステムの一時停止を有効にするには、次のコマンドを使いま
す。
gabconfig -j
再参加時にシステムの一時停止を無効にするには、次のコマンドを使いま
す。
gabconfig -J

Keep on killing

デフォルト: 無効
このオプションを有効にした場合、VCS エンジンまたは vxconfigd プロセス
が GAB とのハートビートに失敗し、GAB が VCS エンジンまたは vxconfigd
プロセスの強制終了に失敗したときに、GAB はシステムが PANICKING に
なるのを防ぎます。 GAB は、継続的に VCS エンジンの強制終了を試み、
強制終了が失敗した場合でもパニックに陥りません。
プロセスが終了しない場合にプロセスを強制終了する試行を繰り返します。
gabconfig -k
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Quorum flag

デフォルト: 無効
GAB のこのオプションを使うと、新しいメンバーシップセットが古いメンバー
シップセットの 50% 未満の場合に、ノードは IOFENCE に（結果として
PANIC に）なることができます。 このオプションは通常は無効にしておき、
他の製品と統合するときに使います。
iofence クォーラムを有効にします。
gabconfig -q
iofence クォーラムを無効にします。
gabconfig -d

GAB queue limit

デフォルト: 送信キュー制限: 128
デフォルト: 受信キュー制限: 128
GAB キュー制限オプションは、GAB がフローを設定するようになる前の保
留中メッセージの数を制御します。 送信キュー制限は、GAB 送信キューの
保留中メッセージの数を制御します。 GAB がこの制限に達すると、GAB ク
ライアントの送信プロセスのフロー制御を設定します。 GAB 受信キュー制
限は、GAB が受信側にフロー制御を送信する前の、GAB 受信キュー内の
保留中メッセージの数を制御します。
指定した値に送信キュー制限を設定します。
gabconfig -Q sendq:value
指定した値に受信キュー制限を設定します。
gabconfig -Q recvq:value

IOFENCE timeout

デフォルト: 15000（ミリ秒）
このパラメータは、GAB が次の処理を実行する前に IOFENCE メッセージ
に対するクライアントからの応答を待つタイムアウト（ミリ秒）を指定します。
kill_ntries の値に基づいて、GAB は SIGABRT 信号を送信することによっ
てクライアントプロセスの強制終了を試みます。 GAB が kill_ntries の回数
だけクライアントプロセスの強制終了を試みた後もクライアントプロセスがま
だ登録している場合、GAB はさらに isolate_timeout の値だけ待ってから
システムを一時停止します。
指定したミリ秒値に iofence タイムアウトの値を設定します。
gabconfig -f value
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GAB パラメータ

説明とコマンド

Stable timeout

デフォルト: 5000（ミリ秒）
特定のポートのローカルノード接続の状態変化が LLT から最後に報告され
た後で GAB がメンバーシップの再設定を待機する時間を指定します。 接
続の状態に何らかの変化があると、GAB は待ち時間を再起動します。
指定した値に安定タイムアウトを設定します。
gabconfig -t stable

Isolate timeout

デフォルト: 120000（ミリ秒）
このチューニングパラメータは、GAB が送信した SIGKILL 信号に応答して
クライアントプロセスが登録を解除するのを GAB が待機するタイムアウト値
を指定します。 分離タイムアウトの後もプロセスがまだ存在する場合、GAB
はシステムを一時停止します。
gabconfig -S isolate_time:value

Kill_ntries

デフォルト: 5
このチューニングパラメータは、GAB が SIGABRT 信号を送信することに
よってプロセスの強制終了を試みる回数を指定します。
gabconfig -S kill_ntries:value

Driver state

このパラメータは GAB が設定されているかどうか示します。 GAB はまだメ
ンバーシップをシーディングして形成していない場合があります。

Partition arbitration このパラメータは、GAB が JEOPARDY を無視するように要求されているか
どうか示します。
gabconfig（1M）マニュアルの -s フラグに関する詳細のページを参照し
てください。

チューニングパラメータ VXFEN について
この項では、VXFEN のチューニングパラメータの概念と、VXFEN モジュールを再設定
する方法について説明します。
表 23-7 は、VXFEN ドライバのチューニングパラメータについて説明しています。
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表 23-7

VXFEN のチューニングパラメータ

vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小値、最大値

vxfen_debug_sz

デバッグログのバイト単位のサイズです。
■

vxfen_max_delay

値
デフォルト: 131072（128 KB）
最小値: 65536（64 KB）
最大値: 524288（512 KB）

ネットワーク分割が発生した場合により大きいサブクラスタとコーディ
ネータディスクの制御をめぐって競合するまでに小さい方のサブクラ
スタが待機する最大時間を秒数で指定します。
この値は、vxfen_min_delay の値よりも大きくする必要があります。
■

vxfen_min_delay

値
デフォルト: 60
最小値: 1
最大値: 600

ネットワーク分割が発生した場合により大きいサブクラスタとコーディ
ネータディスクの制御をめぐって競合するまでに小さい方のサブクラ
スタが待機する最小時間を秒数で指定します。
この値は、vxfen_max_delay の値以下にする必要があります。
■

vxfen_vxfnd_tmt

値
デフォルト: 1
最小値: 1
最大値: 600

I/O フェンシングドライバ VxFEN が、指定のタスクの完了後に I/O
フェンシングデーモン VXFEND が戻ってくるのを待つ時間を秒数で
指定します。
■

値
デフォルト: 60
最小値: 10
最大値: 600
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vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小値、最大値

panic_timeout_offst

スプリットブレインが発生したときに GAB が意思決定を実装するまで
待機する時間を、フェンシングがアービトレーションを完了するまで待
機する GAB モジュールに渡すために I/O フェンシングドライバ
VxFEN が計算する遅延に基づいて、秒数で指定します。 vxfenmode
ファイル内でこのパラメータを設定し、vxfenadm コマンドを実行して
値を調べることができます。 vxfen_mode に基づいて、GAB 遅延は
次のように計算されます。
■

■

■

scsi3 モードの場合: 1000 * (panic_timeout_offst +
vxfen_max_delay)
カスタマイズモードの場合: 1000 * (panic_timeout_offst + max
(vxfen_vxfnd_tmt, vxfen_loser_exit_delay))
デフォルト: 10

ネットワーク分割イベントの場合、値がより小さいサブクラスタではコーディネータディスク
の獲得を競う前に遅延が発生します。 この遅延時間を指定することにより、値がより大き
いサブクラスタがコーディネータディスクを獲得できるようになります。vxfen_max_delay
および vxfen_min_delay の各パラメータは、遅延を秒単位で定義します。

VXFEN モジュールパラメータの設定
カーネルドライバのチューニングパラメータを調整した後、パラメータの変更を有効にす
るには VSFEN モジュールを再設定する必要があります。
次の手順例を実行すると、vxfen_min_delay パラメータの値が変化します。
各 Solaris ノードで、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを編集し、vxfen ドライバのグロー
バルチューニングパラメータ vxfen_max_delay と vxfen_min_delay の値を変更します。
メモ: パラメータ変更を有効にするには、VXFEN モジュールを再起動する必要がありま
す。
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VxFEN パラメータを設定し、Vxfen モジュールを再設定するには

1

ファイル /kernel/drv/vxfen.conf を編集して vxfen_min_delay 値を 30 に変更しま
す。
VXFEN の次の例は、vxfen_min_delay パラメータを変更する前のデフォルトファイ
ル /kernel/drv/vxfen.conf の内容を示しています。
#
# VXFEN configuration file
#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=1;

ファイルを編集して vxfen_min_delay の値を 30 に変更すると、デフォルトファイル
/kernel/drv/vxfen.conf に含まれる値は、次のようになります。
#
# VXFEN configuration file
#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=30;

デフォルトファイルに加えた編集を確認した後、ファイルを閉じて保存します。

2

VCS を停止します。
# hastop -local

3

VXFEN モジュールの設定を解除します。
# vxfenconfig -U

4

VXFEN モジュール ID を確認します。
# /usr/sbin/modinfo | grep -i vxfen

モジュール ID は出力の 1 番目の列に表示されている数字です。

5

確認したモジュール ID を使って、VXFEN モジュールをロード解除します。
# /usr/sbin/modunload -imodule_ID
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6

update_drv コマンドを実行して、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを再度読み込み

ます。
# /usr/sbin/update_drv vxfen

メモ:
modunload コマンドがドライバモジュールに対してよく使われます。このコマンドは、

関連のドライバ設定ファイルをシステムが強制的に再読込するようにします。 この手
順とコマンドが Solaris 9 では機能した場合でも、以降のリリースでは正しく機能しな
い場合があります。 Solaris 10 が実行されているシステムに対してドライバ設定ファ
イルを再読込するためにサポートされている方法は、update_drv コマンドを利用す
る方法です。 詳しくは、update_drv(1M) の項を参照してください。

7

VXFEN モジュールを設定します。
# vxfenconfig -c

8

VCS を起動します。
# hastart

AMF チューニングパラメータについて
次のコマンドを使ってAMF（Asynchronous Monitoring Framework）カーネルモジュー
ルのチューニングパラメータを設定できます。
# amfconfig -T tunable_name=tunable_value,
tunable_name=tunable_value...

表 23-8 は AMF カーネルのチューニング可能パラメータの一覧です。
表 23-8

AMF チューニングパラメータ

AMF のパラメー
タ

説明

値

dbglogsz

AMF はメモリ内デバッグログを保持します。 最小: 4
このパラメータ（KB 単位で指定）は、このロ
最大: 512
グ用に割り当てられるカーネルメモリの量を
デフォルト: 256
制御します。
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AMF のパラメー
タ

説明

値

processhashsz

AMF は、登録されたイベントを、イベントタイ 最小: 64
プに固有なハッシュテーブルに保存します。
最大: 8192
このパラメータは、プロセス関連のイベントを
保存するために使われるハッシュテーブル デフォルト: 2048
用に割り当てられるバケットの数を制御しま
す。

mnthashsz

AMF は、登録されたイベントを、イベントタイ 最小: 64
プに固有なハッシュテーブルに保存します。
最大: 8192
このパラメータは、マウント関連のイベントを
保存するために使われるハッシュテーブル デフォルト: 512
用に割り当てられるバケットの数を制御しま
す。

conthashsz

AMF は、登録されたイベントを、イベントタイ 最小: 1
プに固有なハッシュテーブルに保存します。
最大: 64
このパラメータは、コンテナ関連のイベントを
保存するために使われるハッシュテーブル デフォルト: 32
用に割り当てられるバケットの数を制御しま
す。

filehashsz

AMF は、登録されたイベントを、イベントタイ 最小: 1
プに固有なハッシュテーブルに保存します。
最大: 64
このパラメータは、ファイル関連のイベントを
保存するために使われるハッシュテーブル デフォルト: 32
用に割り当てられるバケットの数を制御しま
す。

dirhashsz

AMF は、登録されたイベントを、イベントタイ 最小: 1
プに固有なハッシュテーブルに保存します。
最大: 64
このパラメータは、ディレクトリ関連のイベント
を保存するために使われるハッシュテーブ デフォルト: 32
ル用に割り当てられるバケットの数を制御し
ます。

更新したパラメータ値は AMF ドライバを再設定した後反映されます。 モジュールをロー
ド解除すると、更新済みの値が失われることに注意してください。 更新したチューニング
可能パラメータを有効にするには、amfconfig -U か同等のコマンドを使ってモジュール
の設定を解除し、それから amfconfig -c コマンドを使って再設定する必要があります。
モジュールのロード時にチューニングパラメータを設定する場合には、これらの amfconfig
コマンドを amftab ファイルに書き込んでください。
詳しくは、amftab（4）の man ページを参照してください。
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VCS のトラブルシューティン
グおよびリカバリ
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS メッセージログ

■

VCS エンジンのトラブルシューティング

■

LLT（Low Latency Transport）のトラブルシューティング

■

GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）のトラブルシューティング

■

VCS の起動に関するトラブルシューティング

■

IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブルシューティング

■

サービスグループに関するトラブルシューティング

■

リソースに関するトラブルシューティング

■

トラブルシューティングのサイト

■

I/O フェンシングのトラブルシューティング

■

通知に関するトラブルシューティング

■

グローバルクラスタのトラブルシューティングとリカバリ

■

Steward プロセスのトラブルシューティング

■

ライセンスに関するトラブルシューティング

■

セキュア設定のトラブルシューティング

■

ウィザードベースの設定の問題のトラブルシューティング
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■

［Symantec High Availability］ビューの問題のトラブルシューティング

VCS メッセージログ
VCS は、エンジンログとエージェントログの 2 タイプのログを生成します。ログファイル名
には文字が追加されます。「A」は 1 番目のログファイル、「B」は 2 番目のログファイル、
「C」は 3 番目のログファイルを示します。3 つのファイルを作成した後は、最新のファイル
を削除して別のファイルを作成します。たとえば、engine_A.log の容量が満杯になると
engine_B.log という名前に変わり、engine_B.log は engine_C.log という名前に変わり
ます。この例では、最新のファイルは engine_C.log なのでこのファイルが削除されます。
LogSize クラスタレベル属性を使ってログファイルのサイズを更新できます。
p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。
エンジンログは、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log です。エンジンログの書式は、次のと
おりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | メッセージテキスト
■

タイムスタンプ: メッセージが生成された日付と時間。

■

ニーモニック: 製品を示す文字列 ID（VCS など）。

■

重要度: レベルは CRITICAL、ERROR、WARNING、NOTICE、INFO です（高レベ
ルから低レベルの順）。

■

UMI: 重複のないメッセージ ID。

■

メッセージテキスト: VCS によって生成されるメッセージ本文。

一般的なエンジンログは、次のようになります。
2011/07/10 16:08:09 VCS INFO V-16-1-10077 Received new
cluster membership

エージェントログは、/var/VRTSvcs/log/<agent>.log にあります。エージェントログ
メッセージの書式は、次のとおりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | エージェントタイプ | リソー
ス名 | エントリポイント | メッセージテキスト
一般的なエージェントログは、次のようになります。
2011/07/10 10:38:23 VCS WARNING V-16-2-23331
Oracle:VRT:monitor:Open for ora_lgwr failed, setting
cookie to null.

次の理由から、すべてのノード上のログが同じとはかぎりません。
■

VCS はローカルノード上のローカルイベントを記録します。
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■

イベント発生時に、すべてのノードが動作しているとはかぎりません。

VCS は警告とエラーメッセージを STDERR に出力します。
VCS エンジン、Command Server、いずれかの VCS エージェントで何らかの問題が起
きると、FFDC（First Failure Data Capture の略で初回障害データキャプチャの意味）ロ
グが生成され、他のコアダンプやスタックトレースとともに次の場所にダンプされます。
■

VCS エンジンの場合: $VCS_DIAG/diag/had

■

Command Server の場合: $VCS_DIAG/diag/CmdServer

■

VCS エージェントの場合: $VCS_DIAG/diag/agents/type。type は特定のエージェ
ントタイプを表します。

変数 $VCS_DIAG のデフォルト値は、/var/VRTSvcs/ です。
デバッグログを有効にしていない場合、これらの FFDC ログは専門家のサポートが必要
な問題の分析に役立ちます。

VCS エージェントのエントリポイントのログ統合
以前は、スクリプトと C/C++ 言語を使って実装された VCS エージェントのログは、エンジ
ンログファイルとエージェントログファイルにそれぞれ散在していました。
VCS 6.2 バージョンから、すべてのエントリポイントのログはそれぞれのエージェントログ
ファイルに記録されるようになります。たとえば、Mount エージェントのログは
/var/VRTSvcs/log ディレクトリ内の Mount エージェントログファイルに格納されていま
す。
また、LogViaHalog 属性を使うと、ユーザーは VCS 6.2 より前のバージョンのログの動
作に戻すことができます。この属性では 0 と 1 の 2 つの値をサポートしています。デフォ
ルト値 0 の場合は、エージェントのログが対応するエージェントログファイルに格納されま
す。値が 1 に設定されている場合、C/C++ エントリポイントのログはエージェントログファ
イルに格納され、スクリプトエントリポイントのログは halog コマンドを使ってエンジンログ
ファイルに格納されます。
メモ: LogViaHalog の値に関係なく、コンテナで実行されるスクリプトエントリポイントのロ
グはエンジンログファイルに格納されます。

VCS リソースの予期しない動作をトラブルシューティングするための
FFDC の強化
FFDC は予期しないイベントに関する情報を生成して、ダンプするプロセスです。
以前は、次の予期しないイベントに関する FFDC 情報が生成されていました。
■

セグメンテーションエラー
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■

エージェントがエンジンとのハートビートに失敗した場合

VCS 6.2 バージョンから、予期しないイベントに関する FFDC 情報の取り込みがリソース
レベルまで拡張され、VCS イベントをカバーするようになりました。つまり、リソースに予期
しない動作が発生した場合、FFDC 情報が生成されます。
現在のバージョンでは、予期しないイベントが発生した場合、エージェントはリソースに関
して次のような詳細なデバッグログを記録します。
■

ONLINE 状態だったものの、OFFLINE/INTENTIONAL OFFLINE と報告されたリ
ソースの monitor エントリポイント

■

UNKNOWN と報告されたリソースの monitor エントリポイント

■

いずれかのエントリポイントがタイムアウトしたかどうか

■

いずれかのエントリポイントがエラーを報告したかどうか

■

リソースが初めて ONLINE または OFFLINE として検出された場合

予期しないイベント発生した場合は必ず、FFDC 情報が自動的に生成されます。この情
報はそれぞれのエージェントログファイルに記録されます。

GAB メッセージのログ
GAB で問題が発生した場合には、FFDC（First Failure Data Capture）ログも生成され、
ダンプされます。
GAB を設定してあると、GAB は GAB ログデーモン（/opt/VRTSgab/gablogd）も開始
します。 GAB のログデーモンはデフォルトでは有効になります。 GAB のチューニングパ
ラメータ gab_ibuf_count の値を変更して、GAB のログデーモンを無効にできます。
p.702 の 「GAB のロード時チューニングパラメータまたは静的チューニングパラメータに
ついて」 を参照してください。
この GAB ログデーモンは、iofence または GAB ポートのマスターの障害のような重大な
イベントが発生すると GAB 関連のログを収集し、コンパクトなバイナリ形式でデータを格
納します。 次のように gabread_ffdc ユーティリティを使って、GAB のバイナリログファ
イルを読み取ることができます。
/opt/VRTSgab/gabread_ffdc

binary_logs_files_location

GAB のバイナリログファイルを制御する次の環境変数の値を変更できます。
■

GAB_FFDC_MAX_INDX: GAB バイナリログファイルの最大数を定義します。
GAB ログデーモンはそれぞれが 8 MB のサイズのログファイルを、定義されている数
だけ収集します。 デフォルト値は 20 で、ファイルには gablog.1 から gablog.20 ま
での名前が付けられます。 常に、gablog.1 ファイルが最新のファイルです。

■

GAB_FFDC_LOGDIR: GAB バイナリログファイルのログディレクトリの場所を定義し
ます。
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デフォルトの場所は次のとおりです。
/var/adm/gab_ffdc

gablog デーモンは同じディレクトリの glgd_A.log ファイルと glgd_B.log ファイル
にログを書き込むことに注意してください。
これらの変数は、次の GAB 起動ファイルに定義するか、または export コマンドを使い
ます。変更を有効にするには GAB を再起動する必要があります。
/etc/default/gab

エージェントのデバッグログの有効化
この項では、VCS エージェントのデバッグログを有効にする方法について説明します。
エージェントのデバッグログを有効にするには

1

設定を読み書き両用に設定します。
# haconf -makerw

2

ログを有効にし、必要なログレベルを設定します。次のコマンド構文を使用します。
# hatype -modify $typename LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

次の例は IPMultiNIC リソースタイプに対するコマンドラインを示します。
# hatype -modify IPMultiNIC LogDbg DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

詳しくは、LogDbg 属性の説明を参照してください。
p.799 の 「リソースタイプ属性」 を参照してください。

3

スクリプトベースのエージェントでは、halog コマンドを実行してメッセージをエンジ
ンログに追加します。
# halog -addtags DBG_1 DBG_2 DBG_4 DBG_21

4

設定を保存します。
# haconf -dump -makero

DBG_AGDEBUG を設定した場合、エージェントの 1 つのインスタンスに関するエージェ
ントフレームワークログが、そのエージェントが動作しているノードのエージェントログに記
録されます。
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IMF のデバッグログの有効化
IMF（Intelligent Monitoring Framework）の追加デバッグログを有効にするには、次のコ
マンドを実行します。 メッセージはエージェント固有のログファイル
/var/VRTSvcs/log/<agentname>_A.log に記録されます。
p.735 の 「IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブルシューティング」 を参照し
てください。
追加デバッグログを有効にするには

1

Process、Mount、Application エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7

2

Oracle、Netlsnr エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10

3

CFSMount エージェントの場合:
# hatype -modify <agentname> LogDbg
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10 DBG_11 DBG_12
DBG_13 DBG_14 DBG_15 DBG_16
DBG_17 DBG_18 DBG_19 DBG_20 DBG_21

4

CVMvxconfigd エージェントの場合は、追加デバッグログを有効にする必要はあり
ません。

5

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファの場合:
# amfconfig -S errlevel all all

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファを有効にした場合、amfconfig -p dbglog
コマンドを使って追加ログを表示できます。

VCS エンジンのデバッグログの有効化
VCS エンジン、VCS エージェント、HA コマンドのデバッグログは、2 つの方法で有効に
できます。
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■

実行時にデバッグログを有効にするには、halog -addtags コマンドを使用します。

■

起動時にデバッグログを有効にするには、VCS_DEBUG_LOG_TAGS 環境変数を
使います。 VCS_DEBUG_LOG_TAGS は、HAD を起動する前、または HA コマン
ドを実行する前に設定する必要があります。
p.74 の 「 VCS 環境変数」 を参照してください。
例:
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_TRACE DBG_POLICY"
# hastart
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_AGINFO DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE"
# hastart
# export VCS_DEBUG_LOG_TAGS="DBG_IPM"
# hagrp -list

メモ: デバッグログには詳しいメッセージが記録されます。 デバッグログを有効にすると、
ログファイルはすぐにいっぱいになる可能性があります。

デバッグログのタグの使用法について
次の表では、デバッグタグの使用法を説明します。
エンティティ

使用されるデバッグログ

エージェント関数

DBG_1 から DBG_21

エージェントのフ
レームワーク

DBG_AGTRACE
DBG_AGDEBUG
DBG_AGINFO

Icmp エージェント

DBG_HBFW_TRACE
DBG_HBFW_DEBUG
DBG_HBFW_INFO
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エンティティ

使用されるデバッグログ

HAD

DBG_AGENT（エージェント関連のデバッグログ用）
DBG_ALERTS（アラートのデバッグログ用）
DBG_CTEAM（GCO デバッグログ用）
DBG_GAB, DBG_GABIO（GAB デバッグメッセージ用）
DBG_GC（各ログメッセージでのグローバルカウンタの表示用）
DBG_INTERNAL（内部メッセージ用）
DBG_IPM（IPM（Inter Process Messaging）用）
DBG_JOIN（結合ロジック用）
DBG_LIC（ライセンス関連メッセージ用）
DBG_NTEVENT（NT イベントログ用）
DBG_POLICY（エンジンポリシー用）
DBG_RSM（RSM デバッグメッセージ用）
DBG_TRACE（トレースメッセージ用）
DBG_SECURITY（セキュリティ関連メッセージ用）
DBG_LOCK（ロックプリミティブのデバッグ用）
DBG_THREAD（スレッドプリミティブのデバッグ用）
DBG_HOSTMON（HostMonitor デバッグログ用）

サポート分析用の VCS 情報の収集
VCS に関する問題が起きた場合、hagetcf コマンドを実行して情報を収集する必要が
あります。シマンテック社のテクニカルサポートはこれらのスクリプトの出力を使って、VCS
の問題の分析や解決に役立てることができます。hagetcf コマンドはインストール済みソ
フトウェア、クラスタ設定、システム、ログ、関連情報についての情報を集め、gzip ファイ
ルを作成します。
詳しくは hagetcf（1M）のマニュアルページを参照してください。
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サポート分析用の VCS 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagetcf

gzip ファイルの出力ディレクトリの指定を求められます。デフォルトの /tmp ディレク
トリまたは別のディレクトリに gzip ファイルを保存できます。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
p.726 の 「VCS エンジンのトラブルシューティング」 を参照してください。
p.734 の 「VCS の起動に関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.737 の 「サービスグループに関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.744 の 「リソースに関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.760 の 「通知に関するトラブルシューティング」 を参照してください。
p.761 の 「グローバルクラスタのトラブルシューティングとリカバリ」 を参照してくださ
い。
p.764 の 「Steward プロセスのトラブルシューティング」 を参照してください。
問題が解決できない場合は、hagetcf コマンドが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

CPU、メモリ、スワップの計測または予測された値の確認
この項では、CPU、メモリ、スワップなどの計測されたパラメータの計測または予測データ
を確認およびトラブルシューティングするためのコマンドの一覧を示します。
VCS HostMonitor エージェントは、CPU、メモリ、スワップの利用可能な処理能力値を計
測し、MHz、MB、MB 単位の絶対値でそれぞれに対応する状況ログデーターベースに
保存します。データベースファイルは /opt/VRTSvcs/stats にあります。プライマリデータ
ベースファイルは .vcs_host_stats.data と .vcs_host_stats.index です。その他のファ
イルはアーカイブのために使用されます。
HostMonitor エージェントは状況ログを使って利用可能な処理能力の予測を立て、ロー
カルシステムの HostAvailableForecast システム属性を更新します。
VCS の動作中にデータを収集するには、次の手順を実行します。

1

HostMonitor エージェントを停止し、トラブルシューティングが完了した後で再起動
します。これによりシステム属性 HostAvailableForecast の自動入力された値を確
認することができます。

2

次の状況ログデータベースファイルを別の場所にコピーします。
■

/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data

■

/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index
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3

HostAvailableForecast の値を保存して比較します。

4

これで HostMonitor エージェントを再起動できます。

5

次のとおりデータを収集します。
■
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計測したデータを表示するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog
--dump /var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats

■

クラスタ内のシステムの CPU、メモリ、スワップの予測される利用可能な処理能
力を取得するには、状況ログデータベースをコピーしたシステム上で次のコマン
ドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load ¥
/var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats --names CPU --holts ¥
--npred 1 --csv
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load ¥
/var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats --names Mem --holts ¥
--npred 1 --csv
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --shell --load ¥
/var/VRTSvcs/stats/copied_vcs_host_stats --names Swap --holts ¥
--npred 1 --csv

サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集する
LLT と GAB に関する問題が起きた場合、getcomms スクリプトを実行して LLT と GAB
の情報を収集する必要があります。 getcomms スクリプトはまた、LLT と GAB の情報と共
に、コアダンプとスタックトレースを収集します。
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サポート分析用に LLT と GAB の情報を収集するには

1

GAB_FFDC_LOGDIR パラメータのデフォルト値を変更した場合は、getcomms ス
クリプトを実行する前に、同じ変数を再びエクスポートする必要があります。
p.717 の 「GAB メッセージのログ」 を参照してください。

2

情報を集めるには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSgab/getcomms

スクリプトはデフォルトでは rsh を使います。 パスワード不要の rsh を設定したことを
確認してください。 クラスタノード間にパスワード不要の ssh があれば、-ssh オプ
ションを使うことができます。 コマンドを実行するノードの情報を集めるには、-local
オプションを使用します。
問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
p.729 の 「LLT（Low Latency Transport）のトラブルシューティング」 を参照してくだ
さい。
p.733 の 「GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）のトラブルシュー
ティング」 を参照してください。
問題が解決できない場合は、getcomms スクリプトが生成する
/tmp/commslog.<time_stamp>.tar ファイルを添えてシマンテック社のテクニカル
サポートに問い合わせてください。

サポート分析用の IMF 情報の収集
IMF（Intelligent Monitoring Framework）に関する問題が起きた場合、getimf スクリプ
トを実行して情報を収集する必要があります。
サポート分析用の IMF 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSamf/bin/getimf

問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
p.735 の 「IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブルシューティング」 を参
照してください。
問題が解決できない場合は、getimf スクリプトが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。

724

第 24 章 VCS のトラブルシューティングおよびリカバリ
VCS メッセージログ

メッセージカタログ
VCS では、多言語のメッセージカタログをサポートしています。これらのバイナリメッセー
ジカタログ（BMC）は、デフォルトで次の場所に格納されています。 変数 language は、
各言語を 2 文字の省略形で表します。
/opt/VRTS/messages/language/module_name

VCS コマンドラインインターフェースには、VCS でサポートされている言語でエラーメッ
セージや正常終了メッセージが表示されます。 hamsg コマンドを実行すると、VCS がサ
ポートしている言語で VCS エンジンログが表示されます。
次に BMC の一覧を示します。
amf.bmc

AMF（Asynchronous Monitoring Framework）メッセージ

fdsetup.bmc

fdsetup メッセージ

gab.bmc

GAB コマンドラインインターフェースメッセージ

gcoconfig.bmc

gcoconfig メッセージ

hagetcf.bmc

hagetcf メッセージ

hagui.bmc

hagui メッセージ

haimfconfig.bmc

haimfconfig メッセージ

hazonesetup.bmc

hazonesetup メッセージ

hazoneverify.bmc

hazoneverify メッセージ

llt.bmc

LLT コマンドラインインターフェースメッセージ

uuidconfig.bmc

uuidconfig メッセージ

VRTSvcsAgfw.bmc

エージェントフレームワークメッセージ

VRTSvcsAlerts.bmc

VCS アラートメッセージ

VRTSvcsApi.bmc

VCS API メッセージ

VRTSvcsce.bmc

VCS Cluster Extender メッセージ

VRTSvcsCommon.bmc

共通モジュールメッセージ

VRTSvcsplatformAgent.bmc

VCS 付属エージェントメッセージ

VRTSvcsHad.bmc

VCS エンジン（HAD）メッセージ

VRTSvcsHbfw.bmc

ハートビートフレームワークメッセージ
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VRTSvcsNetUtils.bmc

VCS ネットワークユーティリティメッセージ

VRTSvcsplatformagent_name.bmc VCS エンタープライズエージェントメッセージ
VRTSvcsTriggers.bmc

VCS トリガメッセージ

VRTSvcsVirtUtils.bmc

VCS 仮想化ユーティリティメッセージ

VRTSvcsWac.bmc

Wide Area Connector プロセスメッセージ

vxfen*.bmc

フェンシングメッセージ

VCS エンジンのトラブルシューティング
このトピックでは、VCS エンジンのトラブルシューティングについて説明します。
p.728 の 「preonline IP チェック」 を参照してください。

HAD の診断
VCS エンジンの HAD がコアダンプした場合、そのコアは、$VCS_DIAG/diag/had ディ
レクトリに書き込まれます。 変数 $VCS_DIAG のデフォルト値は、/var/VRTSvcs/ で
す。
HAD がコアダンプした場合は、$VCS_DIAG/diag/had ディレクトリの内容を確認します。
詳しくは、次のログを参照してください。
■

オペレーティングシステムのコンソールログ

■

エンジンログ

■

hashadow ログ

HAD および GAB がハートビートの問題に遭遇すると、VCS は
opt/VRTSvcs/bin/vcs_diag スクリプトを実行して診断情報を収集します。 診断情報
は、$VCS_DIAG/diag/had ディレクトリに格納されます。
HAD が起動すると、このディレクトリの名前は、had.timestamp に変更されます。
timestamp は、ディレクトリの名前が変更された時刻を表します。

HAD が動作していない
Solaris 10 で HAD が機能していないことがわかった場合、VCS サービスがオンライン
であることを確認します。
SMF の svcs -l vcs コマンドを実行します。
# svcs -l vcs
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出力が次のようになることを確認します。
fmri
name
enabled
state
next_state
state_time
restarter
dependency
dependency

svc:/system/vcs:default
Symantec Cluster Server (VCS) Init service
true
online
none
Tue Feb 10 11:27:30 2009
svc:/system/svc/restarter:default
require_all/none svc:/system/gab (online)
require_all/none svc:/system/filesystem/local (online)

このような出力にならない場合は、SMF（Service Management Facility）について Solaris
のマニュアルを参照してください。

HAD が繰り返し再起動される
hastart コマンドを使って HAD を起動すると、HAD が繰り返し起動される場合がありま

す。システムは RUNNING 状態になることができず、ポート h のメンバーシップも失いま
す。
対処方法: engine_A.log ファイルで、ID が V-16-1-10125 のメッセージを確認します。
メッセージの例は次のとおりです。
VCS INFO V-16-1-10125 GAB timeout set to 30000 ms
この値は、GAB とハートビートを行う HAD に設定されたタイムアウト値を示します。シス
テムの負荷が大きい場合、30 秒のタイムアウトは、HAD の GAB とのハートビートには十
分でない可能性があります。必要に応じて、より高い適切な値をタイムアウト値として設定
します。

GAB が HAD を強制終了する原因となる DNS の設定上の問題
HAD が GAB によって明白な理由なしに周期的に強制終了される場合、HAD のコアファ
イルを見直して DNS リゾルバ関数（res_send()、res_query()、res_search() など）がス
タックトレースにないか確認してください。DNS リゾルバ関数が見つかった場合は、DNS
の設定に問題がある可能性があります。
VCS High Availability Daemon （HAD）は、gethostbyname() 関数を使います。 UNIX
プラットフォームでは、/etc/nsswitch.conf ファイルのホストエントリに DNS がある場
合は、gethostbyname() 関数を呼び出すと、DNS リゾルバメソッドの呼び出しにつなが
る可能性があります。
/etc/resolve.conf に指定されているネームサーバーにアクセスできないか、何らか

の DNS 設定上の問題がある場合は、呼び出された DNS リゾルバメソッドが HAD をブ
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ロックする可能性があります。このため HAD はハートビートを GAB にタイムリーに送信
できなくなります。

シーディングと I/O フェンシング
I/O フェンシングが起動すると、コーディネータポイントにキーを持つシステムが GAB の
メンバーシップにも所属していることが確認されます。 /etc/gabtab の gabconfig コマ
ンドで、クラスタ内のシステム総数より少ない数でのシーディングをクラスタに許可するか、
gabconfig -x コマンドで強制的にクラスタをシーディングする場合は、この確認が一致
しない可能性が高くなります。この場合、フェンシングモジュールが予期されるスプリット
ブレインの状況を検出してエラーを出力します。HAD は起動しません。
クラスタ内のすべてのメンバー同士でハートビート信号をやりとりできるときに自動的に
シーディングされるようにすることをお勧めします。この場合、GAB メンバーシップになっ
た後のすべてのシステムは、I/O フェンシングキーを配置します。

preonline IP チェック
フェールオーバー IP アドレスの preonline チェックを有効にして、ネットワーク分割を防
止することができます。 このチェックでは、サービスグループに設定された仮想 IP アドレ
スに ping を実行して、その IP アドレスがすでに使われていないかを確認します。サービ
スグループの仮想 IP アドレスがまだネットワーク上に存在する場合には、そのサービス
グループはオンラインになりません。
続くチェックで、システムがパブリックネットワークとプライベートネットワークに接続されて
いることを確認します。パブリックネットワークへの ping ブロードキャストとプライベートネッ
トワークのチェックで何も応答がない場合、そのシステムはネットワーク的に孤立している
と判断され、サービスグループをオンラインにしません。
preonline IP チェックを有効にするには、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_ipc
/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_ipc 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用している場合には、preonline_ipc 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。
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LLT（Low Latency Transport）のトラブルシューティング
この項では、LLT（Low Latency Transport）に関連するエラーメッセージと対処方法に
ついて説明します。

LLT 起動スクリプトでエラーが表示される
同じ clusterid-nodeid ペアと同じイーサネット SAP/UDP ポートを持つシステムがネット
ワーク上に複数存在する場合、LLT 起動スクリプトは次のようなエラーメッセージを表示
します。
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15238 node 1 already exists
in cluster 8383 and has the address - 00:18:8B:E4:DE:27
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15241 LLT not configured,
use -o to override this warning
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15245 cluster id 1 is
already being used by nid 0 and has the
address - 00:04:23:AC:24:2D
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link

任意のエラーに対して /var/svc/log ディレクトリに生成されるログファイルを調べてく
ださい。
対処方法: ネットワーク上のすべてのシステムに一意の clusterid-nodeid のペアがあるこ
とを確認してください。lltdump -f device -D コマンドを使って、ネットワークに接続さ
れている一意の clusterid-nodeid のペアのリストを取得できます。このユーティリティは、
イーサネット上での LLT の場合のみ利用可能です。

LLT がクロスリンクの使用を検出する
1 つのシステムの複数のリンクが同じネットワークに接続していることを LLT が検出する
と、LLT は次のような警告メッセージを /var/adm/streams/errordate log に記録しま
す。
LLT WARNING V-14-1-10498 recvarpack cross links? links 0 and 2 saw
the same peer link number 1 for node 1

対処方法: これは情報メッセージです。LLT はクロスリンクをサポートします。ただし、この
クロスリンクが意図的なネットワーク設定でない場合、同じシステムから出る 2 つのリンク
が同じネットワークに接続しないことを確認します。 つまり、LLT リンクは別個のネットワー
クに存在する必要があります。
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LLT リンクの状態メッセージ
表 24-1 は、リンクの syslog に記録される、トラブル、アクティブ、非アクティブ、期限切れ
などの LLT ログメッセージについての説明です。
表 24-1

LLT リンクの状態メッセージ

メッセージ

説明と対処方法

LLT INFO V-14-1-10205
link 1 (link_name) node 1 in trouble

このメッセージは、LLT の peertrouble 時間にわたって、特定の
ピアノードから届くハートビートを LLT が特定のリンクで受信しな
かったことを示します。 デフォルトの LLT peertrouble 時間は、高
優先度リンクで 2 秒、低優先度リンクで 4 秒です。
対処方法: これらのメッセージが syslog に散発的に記録されるだ
けの場合は、無視してかまいません。これらのメッセージが syslog
に大量に記録される場合は、次のいずれかの手順を実行します。
■

peertrouble 時間の値を大きくします（ただし、peerinact の値
よりはずっと小さくします）。次のコマンドを実行します。
lltconfig
for hipri
lltconfig
for lopri

■

LLT INFO V-14-1-10024
link 0 (link_name) node 1 active

-T peertrouble:<value>
link
-T peertroublelo:<value>
links.

詳しくは、lltconfig（1m）のマニュアルページを参照してく
ださい。
LLT リンクを置き換えます。
p.187 の 「LLT リンクの追加と削除」 を参照してください。

このメッセージは、特定のノードから届くハートビートを LLT がこの
リンクで受信開始したことを示します。
対処方法: 対処の必要はありません。これは情報メッセージです。

LLT INFO V-14-1-10032
link 1 (link_name) node 1 inactive 5
sec (510)

このメッセージは、設定された時間にわたって、特定のピアノード
から届くハートビートを LLT が特定のリンクで受信しなかったこと
を示します。
ピアノードが実際にはダウンしていない場合、次のことを確認しま
す。
■

■

システムまたはスイッチからリンクが物理的に切断されていな
いかどうかを確認します。
リンクが正常な状態であることを確認し、必要であればリンクを
置き換えます。

p.187 の 「LLT リンクの追加と削除」 を参照してください。
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メッセージ
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
4 more to go.
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
3 more to go.
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
2 more to go.
LLT INFO V-14-1-10032 link 1
(link_name) node 1 inactive 6 sec
(510)
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
1 more to go.
LLT INFO V-14-1-10510 sent hbreq
(NULL) on link 1 (link_name) node
0 more to go.
LLT INFO V-14-1-10032 link 1
(link_name) node 1 inactive 7 sec
(510)
LLT INFO V-14-1-10509 link 1
(link_name) node 1 expired

説明と対処方法

1.

1.

このメッセージは、LLT peertrouble 時間を超えても、特定のピア
ノードから届くハートビートを LLT が特定のリンクで受信しなかっ
たことを示します。 LLT はハートビートの要求を試み（hbreq をピ
アノードに 5 回送信し）、ピアノードが応答しない場合、LLT はそ
のピアノードについてこのリンクを「期限切れ」とマーク付けします。
対処方法: ピアノードが実際にはダウンしていない場合、次のこと
を確認します。

1.
■

■

システムまたはスイッチからリンクが物理的に切断されていな
いかどうかを確認します。
リンクが正常な状態であることを確認し、必要であればリンクを
置き換えます。

p.187 の 「LLT リンクの追加と削除」 を参照してください。
1.

1.

LLT INFO V-14-1-10499 recvarpreq
link 0 for node 1 addr change from
00:00:00:00:00:00 to
00:18:8B:E4:DE:27

このメッセージは、LLT がピアノードのアドレスを認識したときにロ
グに記録されます。
対処方法: 対処の必要はありません。これは情報メッセージです。
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メッセージ

説明と対処方法

リンク障害を検出したローカルノード:

これらのメッセージは、LLT による高速のリンク障害検出が有効に
されている場合に出力されます。 リンクに障害が発生した場合、
LLT INFO V-14-1-10519 link 0 down
またはリンクがノードから切断された場合（ケーブルが引き抜かれ
LLT INFO V-14-1-10585 local link 0 down た、スイッチで障害が発生したなど）、ローカルノードの LLT はこ
for 1 sec
のイベントを検出し、LLT の隠しリンクを介してこの情報をすべて
のピアノードに伝播します。 ローカルノードの LLT がすべてのノー
LLT INFO V-14-1-10586 send linkdown_ntf ドから肯定応答を受け取ると、LLT はこのリンクを「切断状態」と
on link 1 for local link 0
マーク付けします。
LLT INFO V-14-1-10590 recv linkdown_ack
from node 1 on link 1 for local link 0
LLT INFO V-14-1-10592 received ack from
all the connected nodes
ピアノード:
LLT INFO V-14-1-10589 recv
linkdown_ntf from node 0 on link 1
for peer link 0
LLT INFO V-14-1-10587 send linkdown_ack
to node 0 on link 1 for peer link 0

UDP で設定された LLT を停止する際に、予期していない db_type であ
るとの警告が出される
LLT を UDP で設定した場合、あるノードから送信されたパケットと、受信側が受信したパ
ケットの間に、大きな遅延が出ることがあります。 このことは、ネットワーク上の各種の問題
のために発生します。 遅延の間に受信側で LLT のための設定が解除された場合、受信
側のネットワークスタックは送信側に対して、送信先ポート（LLT ポート）がすでに利用可
能ではないという ICMP 応答を返します。 LLT は、この種の応答を有効な LLT パケット
として認識しないため、次のような警告メッセージを表示します。
llt: [ID 718506 kern.notice] LLT WARNING V-14-1-10027
llt_lrput: unexpected db_type is 0xd, link 0
llt: [ID 351264 kern.notice] pkt content (first 64
bytes) 45 00 00 68 79 8F 40 00 FF 01 7E B1 C0 A8 01
01 C0 A8 01 02 03 03 80 9A 00 00 00 00 45 00 00 4C
8B 67 40 00 FF 11 6C E5 C0 A8 01 02 C0 A8 01 01 23
41 23 41 00 38 35 A8 05 00 1A 07 00 DD 00 00

受信したパケットが ICMP なら、この種の警告は無視できます。 この例では、第 10 バイ
ト の 0x01 が、これが ICMP パケットであることを示しています。 第 21 と第 22 バイトは、
パケットの ICMP タイプとコードを示しています。
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GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）
のトラブルシューティング
この項では、GAB（Group Membership Services/Atomic Broadcast）に関連するエラー
メッセージと対処方法について説明します。

ポート再開放の遅延
LLT の状態クリーンアップ処理が完了する前に GAB ポートが閉じられ、再び開かれた
場合、GAB は次のようなメッセージをログに記録します。
GAB INFO V-15-1-20102 Port v: delayed reopen

対処方法: この問題が GAB の再設定中に起き、再発しない場合、対処の必要はありま
せん。問題が繰り返し起きる場合は、各ノードから commslog を収集し、シマンテック社
のサポートに問い合わせます。

クライアントプロセスの障害が原因でノードがパニック状態になる
VCS_GAB_TIMEOUT 環境変数で指定された設定済みのタイムアウト時間（デフォルト
は 30 秒）以内に VCS デーモンが GAB にハートビートを送信しない場合、次のような
メッセージが記録されノードはパニック状態になります。
GAB Port h halting node due to client process failure at 3:109

VCS デーモンがカーネル内で割り込み不可状態でスタックしているか、またはシステム
の過負荷によって SIGKILL で VCS デーモンを強制終了できない場合、GAB による
VCS デーモンの強制終了試行（5 回の再試行）は失敗します。
対処方法:
■

パフォーマンスの問題の場合、VCS_GAB_TIMEOUT 環境変数の値を大きくして、
VCS のハートビートを待機する時間を増やします。
p.74 の 「 VCS 環境変数」 を参照してください。

■

カーネルの問題の場合、パニック状態にならずに VCS デーモンの強制終了を試行
し続けるように GAB を設定します。
次の処理を行います。
■

各ノードで次のコマンドを実行します。
gabconfig -k

■

/etc/gabtab ファイルで gabconfig コマンドに「-k」オプションを追加します。
gabconfig -c -k -n 6
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■

問題が繰り返し起きる場合は、sar または類似の出力とクラッシュダンプを収集し、す
べてのノードで SORT（Symantec Operations Readiness Tools）データコレクタを
実行して、シマンテック社のテクニカルサポートに問い合わせます。

VCS の起動に関するトラブルシューティング
このトピックでは、VCS の起動に関連付けられたエラーメッセージを（太字で）示し、各エ
ラーの説明、推奨される処置について説明します。

"VCS:10622 ローカルクラスタの設定がありません。（Local cluster
configuration missing）"
ローカルの設定がありません。
対処方法: 有効な設定ファイルを持つ別のシステムで、VCS エンジン HAD を起動しま
す。無効な設定を持っているシステムは、HAD が起動したシステムから有効な設定を取
り込みます。
別の方法として、ローカルシステムに設定ファイルをインストールし、その設定ファイルを
使って、VCS エンジン HAD を起動させます。有効な設定ファイルを見つけた場合には、
そのファイルが前の古い設定ファイルでないことを確認してください。
次のコマンドを入力し、設定を確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify .

"VCS:10623 ローカルの設定が無効です。（local configuration invalid）"
ローカルの設定が無効です。
対処方法: 有効な設定ファイルを持つ別のシステムで、VCS エンジン HAD を起動しま
す。無効な設定を持っているシステムは、HAD が起動したシステムから有効な設定を取
り込みます。
別の方法として、ローカルシステムの設定ファイルを修正し、その設定ファイルを使って、
VCS エンジンを起動させます。有効な設定ファイルを見つけた場合には、そのファイル
が前の古い設定ファイルでないことを確認してください。
次のコマンドを入力し、設定を確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify .
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【≒"VCS:11032 登録が失敗しました。終了します。（registration failed.
Exiting）"≒】【≒前のセグメントに統合≒】
GAB が登録されていないか、登録解除されています。
対処方法: GAB は、/etc/gabtab ファイルの gabconfig コマンドによって登録されます。
このファイルが存在し、コマンド gabconfig -c が含まれることを確認します。
LLT の設定に誤りがあると、GAB が登録解除の状態になることがあります。/etc/llttab で
の設定が正しいことを確認してください。LLT の設定に誤りがある場合は、適宜変更して
再ブートしてください。

"クラスタのメンバーシップを待っています（Waiting for cluster
membership）"
このメッセージは、GAB のシーディングが終了していないことを示しています。 この場合
には、gabconfig -a コマンドを実行してもメンバーは表示されず、コンソールまたはイ
ベントログに次のメッセージが表示される可能性があります。
GAB: Port a registration waiting for seed port membership
GAB: Port h registration waiting for seed port membership

IMF（Intelligent Monitoring Framework）のトラブル
シューティング
Intelligent Monitoring Framework（IMF）に関する問題を切り分けてトラブルシューティ
ングするには、次のログを確認します。
■

特定のオペレーティングシステムのシステムコンソールログ

■

VCS エンジンログ: /var/VRTSvcs/log/engine_A.log

■

エージェント固有のログ: /var/VRTSvcs/log/<agentname>_A.log

■

AMF メモリ内トレースバッファ: 内容を表示するには amfconfig -p dbglog コマン
ドを使用します

p.719 の 「IMF のデバッグログの有効化」 を参照してください。
p.724 の 「サポート分析用の IMF 情報の収集」 を参照してください。
表 24-2 ではインテリジェントリソース監視の一般的な問題を示し、問題のトラブルシュー
ティングと修正の手順を説明します。
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表 24-2
問題

IMF 関連の問題と対処方法

説明と対処方法

インテリジェントリソース監 インテリジェントリソース監視を有効にしてもシステムがビジー状態である場合は、次のようにトラブ
視でシステムの利用率が ルシューティングを行います。
減らなかった
■ エージェントログログファイルを調べて、imf_init エージェント関数が失敗しているかどうか
を確認します。
imf_init エージェント関数が失敗している場合は、次の手順を実行します。

AMF_START 環境変数の値が 1 に設定されていることを確認します。
p.78 の 「VCS モジュールを起動および停止するための環境変数」 を参照してください。
■ AMF モジュールがロードされていることを確認します。
p.191 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。
次の属性キーで IMF 属性値が正しく設定されていることを確認します。
■ IMF 属性の Mode キーの値が 1、2、3 に設定されている必要があります。
■

■

■

■

■

IMF 属性の MonitorFreq キーの値が 0 以上の値に設定されている必要があります。
たとえば、Process エージェントの MonitorFreq キーの値は 0 に設定できます。 IMF 対
応エージェントに対する推奨される設定については、該当するエージェントのマニュアルを
参照してください。
IMF 属性は上書きできることに注意してください。 そのため、各リソースに属性を設定する
場合、各リソースの値を調べてください。

p.799 の 「リソースタイプ属性」 を参照してください。
リソースが AMF のドライバに登録済みであることを確認します。 amfstat コマンド出力を調
べます。
エージェントの LevelTwoMonitorFreq 属性の設定を調べます。 たとえば、Process エージェ
ントのこの属性値は 0 に設定されている必要があります。
IMF 対応エージェントに対する推奨される設定については、該当するエージェントのマニュア
ルを参照してください。

エージェントのインテリジェ インテリジェントなリソースの監視は、安定状態になった後に開始します。そのため、IMF を有効に
ント監視を有効にしても、 した後、パフォーマンスにプラスの効果が現れるまでには少し時間がかかります。これは想定され
すぐにパフォーマンスに結 る動作です。
果が現れない
安定状態になる場合について詳しくは、次の項を参照してください。
p.42 の 「インテリジェントなリソース監視の動作方法」 を参照してください。
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問題

説明と対処方法

IMF モードを 3 に設定し IMF 通知に AMF ドライバを使うエージェントの場合、インテリジェントリソース監視の効果が現れ
てもエージェントがインテ なければ、次の手順を実行します。
リジェント監視を実行しな
■ IMF 属性の Mode のキー値が 3 に設定されていることを確認します。
い
p.799 の 「リソースタイプ属性」 を参照してください。
■ エージェントログを確認して、AMF への imf_init() エージェントの登録が成功しているこ
とを確認します。 エージェントの起動時にエージェントが AMF に登録するため、エージェント
が起動する前に、AMF ドライバがロードされている必要があります。 ロードされていない場合、
AMF モジュールを起動し、エージェントを再起動します。
p.191 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。
IMF モードを 0 に変更し Mode キーの値を 0 に変更しても、エージェントを強制終了するまで、エージェントは AMF ドライ
ても AMF モジュールがア バを保持し続けます。 AMF モジュールをアンロードするには、AMF モジュールに対するすべて
ンロードに失敗する
の保持を解放する必要があります。
IMF モード値を 0 に変更した後に AMF モジュールがアンロードに失敗する場合は、次の手順を
実行します。
■

■

エージェントの IMF を有
効にしようとした場合、
haimfconfig
-enable -agent
<agent_name> コマンド
は、IMF がそのエージェ
ントに対して有効になって
いることを知らせるメッセー
ジを戻します。ただし、
VCS とそれぞれのエー
ジェントが実行中である
と、haimfconfig
-display コマンドは
agent_name の状態を
DISABLED として表示し
ます。

amfconfig -Uof コマンドを実行します。 このコマンドはモジュールのすべての保持を強制
的に除去し、設定解除します。
次に、AMF をアンロードします。
p.191 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

考えられる一部の理由は次のとおりです。
■

■

■

エージェントは、IMF 対応となるにはいくつかの手動手順が必要になる場合があります。これら
の手動手順について詳しくは、エージェントのマニュアルを参照してください。
エージェントはカスタムエージェントであり、IMF 対応ではありません。カスタムエージェントを
IMF 対応にする方法について詳しくは、『Symantec Cluster Server エージェント開発者ガイ
ド』を参照してください。
前述の手順を実行しても問題が解決されない場合は、シマンテック社のテクニカルサポートに
問い合わせてください。

サービスグループに関するトラブルシューティング
このトピックでは、サービスグループのオンライン化とオフライン化に関連する、最も一般
的な問題について説明します。問題に関しては太字で記述しています。その問題に対す
る対処方法も併せて示しています。
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VCS はサービスグループを自動的に起動しない
VCS は、クラスタの VCS エンジン（HAD）が hashadow プロセスによって再起動された
場合は、フェールオーバーサービスグループを自動的に起動しません。
この処理により、過負荷のために GAB が HAD を停止したり、HAD が予期しないエラー
状況を修正するために自動的に停止するなどのイベントを原因とする、サービスグルー
プのオンライン化が回避されます。

システムが RUNNING 状態にならない
対処方法: hasys -display システムを実行して、システムの状態を確認します。 シス
テムが実行状態でないときは、問題が何も見つからなければ VCS を起動できます。

あるシステムでサービスグループがオンラインにならない
サービスグループの SystemList 属性に、そのシステムが定義されていない可能性があ
ります。
対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、SystemList 属性の
システム名を確認します。

サービスグループが自動起動しない
サービスグループがシステムで自動的に起動しない場合、そのグループに AutoStart が
設定されていないか、その特定のシステムに対する AutoStart が設定されていない可能
性があります。
対処方法: hagrp -display service_group AutoStartList node_list コマンド
を実行して、AutoStart 属性と AutoStartList 属性値を確認します。

サービスグループがフリーズしている
対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、Frozen 属性と
TFrozen 属性値を確認します。 グループをアンフリーズするには、hagrp -unfreeze
コマンドを使います。VCS は、フリーズしたサービスグループをオフラインにしないことに
注意してください。

フェールオーバーサービスグループが、別のシステムでオンラインになっ
ている
グループはフェールオーバーグループであり、他のシステム上で完全または部分的にオ
ンラインになっています。
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対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、State 属性値を確
認します。 別のシステムでグループをオフラインにするには、hagrp -offline コマンド
を使います。

重大なリソース障害が発生した
hagrp -display service_group コマンドの実行の結果、サービスグループに障害が

発生したことが示されました。
対処方法: hares -clear コマンドで、サービスグループの障害フラグをクリアします。

サービスグループが自動無効化の状態になっている
VCS は、特定のシステムでのサービスグループの状態を把握していない場合、そのシス
テム上のサービスグループを自動無効化状態にします。自動無効化が行われる条件は、
次のとおりです。
■

システムで VCS エンジン HAD が動作していない場合
以上の状況下に陥ったシステムを SystemList 属性に定義しているすべてのサービ
スグループは、自動無効化状態となります。これは電源の入っていないシステムには
当てはまりません。

■

サービスグループ内のすべてのリソースがシステム上でプローブされていない場合

対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、AutoDisabled 属性
値を確認します。
警告: VCS がサービスグループを自動無効にした後で、そのサービスグループをコマン
ドまたは GUI から手動でオンラインとする場合、VCS によって AutoDisabled 属性が 1
に設定されているすべてのシステム上で、そのサービスグループがオンライン、または部
分的なオンラインとなっていないことを確認してください。特に、複数のシステムで同時に
オンライン、つまり同時性違反をした場合に破損する可能性のある全リソースについて、
AutoDisbled 属性が 1 になっているシステムでオンラインになっていないことを確認しま
す。 その後、次のコマンドを使って、各システムの AutoDisabled 属性をクリアします。#
hagrp -autoenable service_group-sys system

リソースがオンラインまたはオフラインになるまでサービスグループが待
機している
対処方法: サービスグループに属しているすべてのリソースの IState 属性を調べ、まだ
オンライン（または、オフライン）になっていないリソースを探します。 hastatus コマンド
を使うと、オンラインになっていないリソースを特定できます。リソースを online 状態また
は offline 状態にできない理由については、/var/VRTSvcs/log ファイルのエンジンログ
とエージェントログを参照してください。
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この状態を解決するために、まず、オンラインまたはオフラインになっているのを待ってい
るすべてのリソースが、まだオンラインまたはオフラインになっていないことを確認します。
次に、hagrp -flush コマンドまたは hagrp -flush -force コマンドを使って、VCS
の内部状態をクリアします。 これで、サービスグループを別のシステムでオンラインまた
はオフラインにすることができます。
hagrp -flush コマンドと hagrp -flush -force コマンドについて詳しくは、

警告: -force オプションを使うときは、十分な注意が必要です。 リソースの状態が予期し
ない FAULTED として返される場合があります。 リソースが waiting to go offline から
not waiting に移行している間は、エージェントがオフラインエージェント関数を完了して
いないと、エージェントがリソースの状態を OFFLINE と返す場合があります。 VCS はそ
のような予想外のリソースのオフラインを FAULT と判断し、意図されていなかったリカバ
リの処理を開始します。

依存関係が満たされるまでサービスグループが待機している。
対処方法: どの依存関係が満たされていないかを確認するには、hagrp -dep
service_group を入力してサービスグループの依存関係を表示するか、hares -dep
resource を入力してリソースの依存関係を表示します。

サービスグループのプローブが完了していない。
この状況は、エージェントプロセスが、サービスグループ内の各リソースの監視を完了し
ていない場合に発生します。VCS エンジン HAD が起動すると、ただちにすべてのリソー
スの初期状態を知るためのプローブが行われます（エージェントが値を戻さない場合は
プローブできません）。VCS は、サービスグループの自動起動の一環としてサービスグ
ループをオンラインにする前に、サービスグループの SystemList 属性値で定義された
すべてのシステム上で、定義されているリソースのプローブを行います。これにより、VCS
が起動する前にサービスグループがオンラインになっていた場合でも、誤って他のシステ
ムでそのサービスグループをオンラインにすることがなくなります。
対処方法: hagrp -display service_group コマンドを実行して、システムのサービス
グループに対する ProbesPending 属性値を確認しますProbesPending 属性の値はプ
ローブが行われていないリソースの数に対応し、すべてのリソースのプローブが行われて
いる場合はゼロになります。どのリソースがプローブされていないかを判断するには、指
定のシステムで各リソースに対するローカルの「Probed」属性を確認します。値ゼロはプ
ローブ結果の待機中、値 1 は調査済み、値 2 は VCS が起動していないことをそれぞれ
意味します。詳しくは、エンジンログとエージェントログを参照してください。
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サービスグループが予想されたシステムにフェールオーバーしない
この動作は、hagrp –forecast コマンドが実行された時刻とサービスグループまたはシ
ステムが実際にフェールオーバーまたはスイッチオーバーした時刻の間に他のイベント
が発生すると起こります。hagrp –forecast コマンドで指定したものとは異なるシステム
を VCS が選択する場合があります。
VCS は、他の選択可能なノードに優先して特定のノードをターゲットノードとして選択し
た理由を含む、詳細なメッセージをエンジンログに記録します。

FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定されているのに、サービス
グループが BiggestAvailable システムにフェールオーバーしない
時々、FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定されているにもかかわらずサービスグ
ループが利用可能な最大のシステムにフェールオーバーしないことがあります。
この問題をトラブルシューティングするには、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log にあるエ
ンジンログを確認し、利用可能な最大のシステムにフェールオーバーしない理由を確認
します。これには次の原因が考えられます。
■

サービスグループの SystemList にある 1 つ以上のシステムに予測された利用可能
な処理能力がない場合、エンジンログに次のメッセージが記録されます。
グループ group_name の SystemList にあるシステムのひとつ、システム
system_name の予測された利用可能な処理能力が更新されていません（One of
the systems in SystemList of group group_name, system system_name does
not have forecasted available capacity updated）

■

hautil –sys コマンドでシステムの予測される利用可能な処理能力が一覧表示され

ない場合、エンジンログに次のメッセージが記録されます。
データが不足しているため予測することができませんでした（Failed to forecast due
to insufficient data）
このメッセージは利用可能な処理能力を予測するのに使用される最近のデータが不
足している場合に表示されます。
クラスタ属性 MeterControl の MeterInterval キーのデフォルト値は 120 秒です。
VCS エンジンがシステムで起動してから 3 計測間隔（6 分）以内は予測するのに十
分な量の最近のデータがあります。この後、予想値は ForecastCycle * MeterInterval
秒ごとに更新されます。ForecastCycle および MeterInterval の値はクラスタ属性
MeterControl によって指定されます。
■

サービスグループの SystemList にある 1 つ以上のシステムの予測された利用可能
な処理能力が古い場合、エンジンログに次のメッセージが記録されます。
システム system_name の予想される利用可能な処理能力が最近 2 予測サイクル
にわたって更新されていません（System system_name has not updated forecasted
available capacity since last 2 forecast cycles）
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この問題は HostMonitor エージェントが機能を停止したときに発生します。
HostMonitor エージェントのプロセスが実行中であることを確認するには、予測値が
古いシステムで次のいずれかのコマンドを実行します。
■

# ps –aef|grep HostMonitor

■

# haagent -display HostMonitor

HostMonitor エージェントが実行されていなければ、次のコマンドで起動すること
ができます。
# hagent -start HostMonitor -sys system_name

HostMonitor エージェントが実行されているにもかかわらずエンジンログに上記
のメッセージが表示される場合、それは HostMonitor エージェントが予測するこ
とができないことを意味し、/var/VRTSvcs/log/ の HostMonitor_A.log ファイルに
エラーメッセージが記録されます。

VCS で作成されるバックアップからの測定データベースの復元
測定データベースが破損している、または VCS 外部で誤って削除されたことを VCS が
検出すると、VCS はデータベースのバックアップを作成します。メモリで利用可能なデー
タがバックアップされ、メッセージがログに記録されます。また、データベースを復元し、測
定と予測を元に戻すには、管理者の介入が必要です。
次のログメッセージがエンジンのログに表示されます。
メモリ内のデータの測定データベースのバックアップが <測定データベースのバックアップのパス
> に作成されて保存されます。バックアップデータベースを使うには、管理者の介入が必要です。

測定と予測の機能を使うためにデータベースを復元するには

1

次のコマンドを使って、HostMonitor エージェントを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -stop HostMonitor -force -sys system name

2

データベースが存在する場合は削除します。
# rm /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index

3

バックアップから測定データベースを復元します。
# cp /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats_bkup.data ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data
# cp /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats_bkup.index ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index
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データベースを設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats rate 120
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats compressto ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats_daily
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats compressmode avg
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsstatlog --setprop ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats compressfreq 24h

5

HostMonitor エージェントを起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -start HostMonitor -sys system name

測定データベースの初期化の失敗
破損したデータベースが存在する場合、測定データベースの初期化が失敗することがあ
ります。この場合、VCS はデータベースを開いて初期化することができません。
次のログメッセージがエンジンのログに表示されます。
データベースを初期化して測定済みデータを保存できなかったので予測を取得できません。破損し
た statlog データベースのエラー、エラーコード=19、エラー番号=0（（Initialization of
database to save metered data failed and will not be able to get
forecast. Error corrupt statlog database, error code=19, errno=0）

測定と予測の機能を復元するには

1

次のコマンドを使って、HostMonitor エージェントを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -stop HostMonitor -force -sys system name

2

測定データベースを削除します。
# rm /var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.data ¥
/var/VRTSvcs/stats/.vcs_host_stats.index

3

HostMonitor エージェントを起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/haagent -start HostMonitor -sys system name
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サービスグループのフェールオーバーまたはスイッチ中にエラーメッセー
ジが表示される
サービスグループのフェールオーバーまたはスイッチ中に、システムが予約された容量
よりも多くの容量を予約解除しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
VCS ERROR V-16-1-56034 ReservedCapacity for attribute dropped below zero for
system sys1 when unreserving for group service_group; setting to zero.

このエラーメッセージは、移行期間中にサービスグループの負荷要件が変わる場合にの
み表示されます。
対処方法: 対処の必要はありません。 このメッセージは無視してもかまいません。

リソースに関するトラブルシューティング
このトピックでは、リソースのオンライン化とオフライン化に関連する、最も一般的な問題に
ついて説明します。問題に関しては太字で記述しています。その問題に対する対処方法
も併せて示しています。

サービスグループがフェールオーバーによってオンライン化された
VCS は、障害の発生したシステムでオンラインであったリソースや、オンライン化の途中
にあったリソースをフェールオーバー先のシステムで、オンラインにしようとします。各親リ
ソースは、起動する前に子リソースのオンライン化を待つ必要があります。
対処方法: 子リソースがオンラインになっていることを確認します。

サービスグループの状態遷移を待っている
サービスグループの状態が原因で、VCS はリソースをオンラインにできない。
対処方法: サービスグループの状態を確認します。

子リソースがオンラインになるのを待っている
オンラインにしようとしているリソースの子リソースの中に、オフラインになっているものがあ
ります。
対処方法: 子リソースをまずオンラインにします。

親リソースがオフラインになるのを待っている
オフラインにしようとしているリソースの親リソースの中に、オンラインになっているものがあ
ります。
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対処方法: 親リソースをまずオフラインにします。
p.744 の 「リソースに関するトラブルシューティング」 を参照してください。

リソースからの応答を待っている
リソースに対してオンラインまたはオフラインの命令を出しましたが、リソースがまだオンラ
インまたはオフラインになっていません。VCS は、エージェントに対して、そのリソースの
online または offline エントリポイントを実行するように指示しています。
対処方法: リソースの IState 属性を確認します。 リソースを online 状態にできない理由
については、/var/VRTSvcs/engine_A.log および /var/VRTSvcs/agent_A.log でエン
ジンログとエージェントログを参照してください。

エージェントが動作していない
リソースのエージェントプロセスが動作していません。
対処方法: hastatus -summary コマンドを使って、そのエージェントに障害が発生して
いないかどうかを確認します。エージェントを再起動するには、次のように実行します。
# haagent -start resource_type -sys system

無効なエージェントの引数。
スクリプトに無効な引数が渡されました。
対処方法: スクリプトに渡す引数が正しいかどうかを確認します。 hares -display
resource コマンドを実行して、ArgListValues 属性値を確認します。ArgList 属性が動
的に変化している場合は、エージェントを停止してから再起動します。
エージェントを停止するには、次のように入力します。
◆

# haagent -stop resource_type -sys system

エージェントを再起動するには、次のように入力します。
◆

# haagent -start resource_type -sys system

ディスクグループが無効な場合でも、ディスクグループエージェントの
monitor エントリポイントが ONLINE を返す
想定されるエージェントの動作です。VCS は、ボリュームに対するデータの読み書きが
行われていると認識すると、リソースがオフラインであると宣言しません。これにより、ディ
スクグループが 2 台のホストにインポートされることが原因で発生する、潜在的なデータ
の破損を防止します。
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すべての I/O 操作が完了した場合、もしくはすべてのボリュームが閉じた場合、無効な
ディスクグループをデポートできます。これにより、ディスクグループを同じシステムに再イ
ンポートできます。無効なディスクグループを再インポートすると、システムの再ブートが
必要になる場合があります。
メモ: カーネルのログ、設定のコピー、もしくは相当数のディスクのプライベートリージョン
のヘッダーを含んだデータが無効かアクセス不可能だと、ディスクグループは無効です。
ディスクのプライベートリージョンに変更が必要ない場合、ボリュームは読み書き操作を実
行できます。

トラブルシューティングのサイト
ここでは、サイトのトラブルシューティングについて説明します。問題に関しては太字で記
述しています。その問題に対する対処方法も併せて示しています。

オンライン伝播操作は開始されたが、サービスグループがオンラインに
ならない
対処方法: 次のコマンドを使用して、親と子のサービスグループの State 属性と
PolicyIntention 属性を調べます。
<hagrp -display -attribute State PolicyIntention -all>

また、エンジンのログに記載されているエラーを確認します。

ネットワーク分割中に、VCS が優先サイトでノードパニックを起こす
対処方法:
■

<vxfenconfig -a> コマンドを使って、ノードの重みを確認します。

優先度が高いサイトのノードの重みは、優先度が中程度または低いサイトのノードの
重みよりも大きく設定されている必要があります。
■

ノードの重みが設定されていない場合は、クラスタ属性の UseFence と
PreferredFencingPolicy を確認します。

■

エンジンのログにエラーが記載されていないかを確認します。

■

ノードの重みが正しく設定されている場合は、フェンシングのログで詳細を確認しま
す。

ストレッチサイトの設定に失敗する
対処方法:
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■

非 CVM 設定のキャンパスクラスタについては、DiskGroup がすべてのノードで少な
くとも 1 回インポートされているかどうかを確認します。
ディスクグループは、サーバー -> <ホスト名> -> ディスクグループにリストされ、1 つ
のノードでインポート済みであり、クラスタの他のノードではデポート状態である必要
があります。

■

ディスクグループがサーバー -> <ホスト名> -> ディスクグループに表示されない場合
は、<ホスト名> を右クリックし、［ディスクの再スキャン（Rescan Disks）］を実行します。

■

キャンパスクラスタについては、キャンパスクラスタの設定に使われたディスクグルー
プに属するディスクを持つ、すべてのエンクロージャにタグを付けます。

サイト名の変更
対処方法: サイト名を変更するには、サイト名を変更して、ストレッチクラスタ設定のフロー
を再実行します。

I/O フェンシングのトラブルシューティング
次の項では、I/O フェンシングの問題のトラブルシューティングについて説明します。症
状と推奨される解決策を確認してください。

他のノードが除外されている間、ノードはクラスタを参加させられない
ノードのフェンシングアウト（削除）を現在実行しているクラスタでは、フェンシング操作が
完了するまで、新しいノードをそのクラスタに参加させることは防止されます。次に、新し
いノードのコンソールに表示されるメッセージの例を示します。
...VxFEN ERROR V-11-1-25 ... Unable to join running cluster
since cluster is currently fencing
a node out of the cluster.

新しいノードをブートしているときにこれらのメッセージが表示された場合、そのノード上
に存在する vxfen の起動スクリプトはクラスタに参加するために 5 回の試行を行います。
I/O フェンシングの試行が失敗したときに、クラスタへのノードの参加を手動で行うには
◆

vxfen のスクリプトがノードをクラスタに参加させるのに失敗した場合は、次のコマン
ドを使って vxfen ドライバを再起動します。
# svcadm disable -t vxfen
# svcadm enable vxfen

コマンドが失敗した場合、新しいノードを再起動します。
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SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティ
リティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

他のホストが SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクを予約した場合、ディス
クアレイは SCSI TEST UNIT READY コマンドに対して成功を返すことをサポートしてい
ません。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイの
オプションである 186 ビットが使えない場合に発生します。

SCSI-3 ディスクから手動で既存のキーを削除する
他のノードによって作成された特定の登録キーと予約キーをディスクから削除する以下の
手順を確認してください。
p.381 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。
メモ: 先在するキーすべてをクリアする場合は、vxfenclearpre ユーティリティを使用しま
す。
p.387 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。
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登録キーと予約キーをディスクから削除するには

1

ディスクのアクセス名を記録したファイルを作成します。
# vi /tmp/disklist

次に例を示します。
/dev/rdsk/c1t0d11s2

2

既存のキーを読み込みます。
# vxfenadm -s all -f /tmp/disklist

このコマンドの実行結果としてキーが表示されます。
Device Name: /dev/rdsk/c1t0d11s2
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,50
[Character Format]: VFBEAD02
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 2
Node Name: unknown

3

どのノードによってキー（たとえば A1）が作成されたのか把握している場合、そのノー
ドにログインし、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -x -kA1 -f /tmp/disklist

A1 キーが削除されます。

4

どのノードによってキーが作成されたのか把握していない場合、5 から7 に従って、
キーを削除します。

5

2 番目のキー「A2」をディスクに一時的に登録します。
# vxfenadm -m -k A2 -f /tmp/disklist
Registration completed for disk path /dev/rdsk/c1t0d11s2
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6

2 番目のキーを使って最初のキーを獲得することにより、最初のキーを削除します。
# vxfenadm -p -kA2 -f /tmp/disklist -vA1
key: A2------ prempted the key: A1------ on disk
/dev/rdsk/c1t0d11s2

7

5 で登録した一時的なキーを削除します。
# vxfenadm -x -kA2 -f /tmp/disklist
Deleted the key : [A2------] from device /dev/rdsk/c1t0d11s2

ディスクの登録キーはすべて削除されました。

システムパニックによって潜在的なデータ破損が防止される
ノードでスプリットブレインの条件が発生し、クラスタから削除されたときに、ノードでパニッ
クが発生し、次のコンソールメッセージが表示されます。
VXFEN:vxfen_plat_panic: Local cluster node ejected from cluster to
prevent potential data corruption.

ノードは、すべてのプライベート相互接続の障害またはノードハングアップのために、ピ
アノードとのハートビートを失った場合、スプリットブレイン状態になります。 異なるシナリ
オの元での I/O フェンシングの動作と、取るべき是正措置について確認してください。
p.358 の 「各種のイベントシナリオにおける I/O フェンシングの動作」 を参照してください。

コーディネータディスクの I/O フェンシングキーのクラスタ ID がローカル
クラスタの ID と一致しない
クラスタのコーディネータディスクを別のクラスタに誤って割り当てた場合、I/O フェンシン
グを起動すると、フェンシングドライバは次のようなエラーメッセージを表示します。
000068 06:37:33 2bdd5845 0 ... 3066 0 VXFEN WARNING V-11-1-56
Coordinator disk has key with cluster id 48813
which does not match local cluster id 57069

この警告はクラスタ ID 57069 のローカルクラスタにキーがあることを意味します。 ただし、
ディスクにはクラスタ ID 48813 のクラスタのキーもあり、クラスタ ID 48813 のクラスタの
ノードが同じコーディネータディスクを使用する可能性があることを示します。
次のコマンドを実行して、これらのディスクが別のクラスタによって使われるかどうかを確
かめることができます。 ローカルクラスタのノードのいずれかで次のコマンドを実行しま
す。たとえば、sys1 で次のように実行します。
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sys1> # lltstat -C
57069
sys1> # cat /etc/vxfentab
/dev/vx/rdmp/disk_7
/dev/vx/rdmp/disk_8
/dev/vx/rdmp/disk_9
sys1> # vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,48,49,52,66,48,48
[Character Format]: VFBEAD00
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 0 Node Name: unknown

disk_7、disk_8、disk_9 は設定のディスク名を表します。
対処方法: 各クラスタには一意のコーディネータディスクのセットを使用する必要がありま
す。 他のクラスタがこれらのコーディネータディスクを使用しない場合は、それらをローカ
ルクラスタのコーディネータディスクとして使う前に vxfenclearpre コマンドを使ってキー
を消去します。
p.387 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報
告される
vxfen ドライバは、プライベートネットワークリンクの障害が発生した後、プライベートネット
ワークリンクが修復されるまでの間、削除されたノードがクラスタに再参加することを防止
するように機能します。
たとえば、システム 1 とシステム 2 によって形成されているクラスタが正常に機能している
ときに、プライベートネットワークリンクが破損したとしましょう。システム 1 が削除されたシ
ステムであるとしましょう。プライベートネットワークリンクが修復される前にシステム 1 が再
起動した場合、システム 1 のメンバーシップ設定ではシステム 2 が表示されません。ただ
し、システム 1 がコーディネータディスクに登録を行おうとしたときに、システム 2 がコー
ディネータディスクにすでに登録されていることを検出します。システム 2 に関するこの競
合情報が与えられた結果、システム 1 はクラスタに参加せず、vxfenconfig が実行された
ときに次のようなエラーを返します。
vxfenconfig: ERROR: There exists the potential for a preexisting
split-brain. The coordinator disks list no nodes which are in
the current membership. However, they also list nodes which are
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not in the current membership.
I/O Fencing Disabled!

また、コンソールには次の情報が表示されます。
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>

<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system

name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>

vxfen: WARNING: Potentially a preexisting
split-brain.
Dropping out of cluster.
Refer to user documentation for steps
required to clear preexisting split-brain.
I/O Fencing DISABLED!
gab: GAB:20032: Port b closed

ただし、プライベートネットワークリンクが動作していて、両方のシステムが停止し、システ
ム 1 が再起動し、システム 2 が復帰に失敗した場合も、同じエラーが発生する可能性が
あります。 システム 1 からクラスタを見たときに、システム 2 はコーディネータポイント上で
依然として登録されている可能性があります。
サーバーベースのフェンシングでの既存のスプリットブレインを理解するため、次の状況
を考えてみます。
■

コーディネーションポイントとして機能する 3 つの CP サーバーがあるとします。 3 つ
の CP サーバーの 1 つがアクセス不能になります。 この状態で、1 つのクライアント
ノードがクラスタから除かれます。しかし、その登録はアクセス不能になった CP サー
バーからは削除できません。アクセス不能な CP サーバーが再起動すると、このサー
バーには VCS クラスタから切り離されたノードからの無効登録が含まれます。この場
合、新しいノードはクラスタに参加できません。 クラスタに参加しようとする各ノードは
CP サーバーから登録のリストを取得します。 1 つの CP サーバーが、（先に切り離さ
れたノードの）登録を余分に含んでいます。これにより、joiner ノードは、joiner ノード
と無効登録によって表されるノードとの間にスプリットブレインが存在すると結論付け
ます。

■

すべてのクライアントノードのフェンシングキーが CP サーバーから消去されていない
ため、それらのクライアントノードは同時にクラッシュしました。 その結果、ノードの再
起動時に、vxfen 設定による既存のスプリットブレインの報告が失敗します。

これらの状況は、vxfenclearpre コマンドを実行して解決できる、コーディネータディス
クとすでに発生しているスプリットブレインの状況に似ています。サーバーベースのフェン
シングでも、cpsadm コマンドを使った同様の解決策が必要です。
p.753 の 「すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア」 を参照してください。
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すでに発生しているスプリットブレイン状態のクリア
VxFEN ドライバがすでに発生しているスプリットブレイン状態をどのように調べるかを確
認します。
p.751 の 「フェンシングの起動時にすでに発生しているスプリットブレイン状態が報告され
る」 を参照してください。
p.387 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。
表 24-3 は、発生したシナリオに応じてすでに発生しているスプリットブレイン状態をどの
ように解決するかを説明しています。
表 24-3
シナリオ

すでに発生しているスプリットブレイン状態をクリアするために推奨さ
れるソリューション

ソリューション

実際のスプリットブレイン 1
状態の可能性— システム
2
2 が動作し、システム 1 が
削除された

3

システム 1 が動作しているかどうか判断します。
システム 1 が動作している場合、システム 1 を停止してプライベートネットワークリンクを修復
し、スプリットブレイン状態を取り除きます。
システム 1 を再起動します。

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性— シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（ディスクベースのフェンシ
ングが設定されます）

# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
コーディネータディスクに対して次のコマンドを使用します。

このコマンドの出力により、コーディネータディスクに登録済みのキーを特定します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータディスクとすべての共有ディス
クグループ内のデータディスクからキーをクリアします。 コマンドは SCSI-3 の登録と予約を
削除します。
p.387 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。
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シナリオ

ソリューション

見かけ上のスプリットブレ 1
イン状態の可能性— シス
テム 2 が停止し、システム
1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認します。

（サーバーベースのフェン
シングが設定されます）

# cpsadm -s cp_server -a list_membership
-c cluster_name

システム 2 がコーディネータポイントに現在登録されていることを確認します。
CP サーバーに対して次のコマンドを使用します。

ここで、cp_server は CP サーバーが設定されているマシンの仮想 IP アドレスまたは仮想ホ
スト名で、cluster_name は VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）の VCS 名です。
コマンドは、CP サーバーに登録されているシステムを表示します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コーディネータディスクとすべての共有ディス
クグループ内のデータディスクからキーをクリアします。 コマンドは SCSI-3 の登録と予約を
削除します。
すべての無効登録を削除した後、joiner ノードはクラスタに参加できます。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。

登録済みのキーがコーディネータディスクから失われている
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、クラスタの再設定が
発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
紛失キーをリフレッシュするには
◆

vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクと交換し
ます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登録し
ます。
p.401 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換
コーディネータディスクグループのディスクに不具合が生じたか動作不能になり、クラスタ
内でオフラインになっている新しいディスクグループに切り替えようとする場合は、次の手
順を実行します。
オンラインになっているクラスタで、vxfenswap ユーティリティを使ってディスクを置換す
ることができます。
p.390 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 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コーディネータディスクを置換したり、コーディネータ
ディスクグループを破棄するには、次の情報を確認してください。
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手順について、次のことに注意してください。
■

ディスクを追加するときは、vxfencoorddg を使用してディスクをディスクグループに追
加し、グループが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしていることを再テスト
します。

■

登録キーがディスクの中にまったく残っていない場合、コーディネータディスクグルー
プを破棄できます。その後、そのディスクを他の場所で使うことができます。

クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクグループのディスクを置換するには

1

いずれかのクラスタノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS が動作している場合は、VCS を停止します。
# hastop -all

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。次のコマンドを実行して、
ポート h が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a

3

各ノードで I/O フェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

この結果、ディスクからすべての登録キーが削除されます。

4

コーディネータディスクグループをインポートします。ファイル /etc/vxfendg には、
コーディネータディスクを含むディスクグループの名前（通常は、vxfencoorddg）が
含まれます。したがって次のコマンドを実行します。
# vxdg -tfC import ‘cat /etc/vxfendg‘

各オプションの説明
-t は、ノードが再起動するまでの間のみ、ディスクグループをインポートするよう指定
します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。これは、1 つ以上のディスクがアク
セス不能の場合に必要です。
-C は、インポートしたすべてのロックを削除するよう指定します。

5

ディスクをディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理者ユーティリティ
の vxdiskadm を使います。
既存のコーディネータディスクグループを破棄することもできます。次に例を示しま
す。
■

coordinator 属性が on に設定されているかどうかを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |

grep flags: | grep coordinator
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■

コーディネータディスクグループを破棄します。
# vxdg -o coordinator destroy vxfencoorddg

6

新しいディスクをノードに追加し、VxVM ディスクとして初期化します。
vxfencoorddg ディスクグループに新しいディスクを追加します。
■

手順 5 でディスクグループを破棄した場合は、ディスクグループを再び作成し、
それに新しいディスクを追加します。
手順について詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を参照
してください。

■

ディスクグループがすでに存在する場合は、それに新しいディスクを追加します。
# vxdg -g vxfencoorddg -o coordinator adddisk disk_name

7

再作成したディスクグループが SCSI-3 Persistent Reservation に準拠しているこ
とをテストします。
p.375 の 「vxfentsthdw の -c オプションを使ったコーディネータディスクグループの
テスト」 を参照してください。

8

コーディネータディスクグループの中でコーディネータディスクを置換した後、ディス
クグループをデポートします。
# vxdg deport ‘cat /etc/vxfendg‘

9

各ノードで、I/O フェンシングドライバを起動します。
# svcadm enable vxfen

10 I/O フェンシングのモジュールが起動され、有効になっていることを確認します。
# gabconfig -a

ポート b のメンバーシップがクラスタのすべてのノードの出力に存在することを確認
します。
# vxfenadm -d

出力で I/O フェンシングモードが無効になっていないことを確認します。

11 必要に応じて、各ノードで VCS を再起動します。
# hastart
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rcp または scp コマンドが機能していないと vxfenswap ユーティリティ
が終了する
rcp または scp コマンドが機能していない場合、vxfenswap ユーティリティはエラーメッ
セージを表示します。
vxfenswap ユーティリティの障害を回復するには
rcp または scp が正しく機能しているかどうか確認します。

◆

ノードに対応する .bashrc ファイルの中で、メッセージを出力するための echo また
は cat を使っていないことを確認します。
vxfenswap の操作が失敗した場合、必要に応じて vxfenswap –a cancel コマン
ドを使い、このユーティリティが加えたすべての変更をロールバックします。
p.390 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

CP サーバーのトラブルシューティング
CP サーバーのすべての操作とメッセージのログは、詳しく読みやすい形式で
/var/VRTScps/log ディレクトリに記録されます。エントリは日付と時刻でソートされます。
このログはトラブルシューティング目的や、CP サーバーをホストするシステムで起きる可
能性があるセキュリティ関連の問題を確認する目的に使うことができます。
次のファイルに含まれるログとテキストファイルは、CP サーバーの理解とトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
■

/var/VRTScps/log/cpserver_[ABC].log

■

/var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log（セキュリティ関連）

■

CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生した場合は、次の診断ファイルを
確認します。
■

/var/VRTScps/diag/FFDC_CPS_pid_vxcpserv.log

■

/var/VRTScps/diag/stack_pid_vxcpserv.txt

メモ: CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生すると、コアファイルに加え
てこれらのファイルが生成されます。 そのような状況では、VCS は vxcpserv プロセ
スを自動的に再起動します。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log ファイルに含まれるログは、VCS クラスタ（ク
ライアントクラスタ）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシューティン
グに役立つことがあります。
p.758 の 「CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティング」 を
参照してください。
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p.758 の 「CP サーバーの接続の確認」 を参照してください。
p.759 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS クラスタ ノードでのフェン
シング起動時の問題」 を参照してください。
p.759 の 「コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題」 を参照してください。

CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシュー
ティング
CP サーバーの設定後に CPSSG サービスグループを起動できない場合は、次の手順
を実行してください。
■

CPSSG サービスグループとそのリソースが有効で、VCS 設定で正しく設定されてい
ることを確認します。

■

VCS エンジンログ（/var/VRTSvcs/log/engine_[ABC].log）で、CPSSG サービ
スグループリソースのいずれかが FAULTED になっていないかどうかを確認します。

■

依存関係グラフの例を見直して、必要なリソースが正しく設定されていることを確認し
ます。
p.342 の 「CP サーバーのサービスグループについて」 を参照してください。

CP サーバーの接続の確認
cpsadm コマンドを使って CP サーバーの接続をテストできます。

VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノードで cpsadm コマンドを実行するには、環境変数
CPS_USERNAME と CPS_DOMAINTYPE を設定している必要があります。
CP サーバーの接続を確認するには
◆

次のコマンドを実行して、CP サーバーが起動しており、プロセスレベルで動作中か
どうかを調べます。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想ホスト名または仮想 IP
アドレスです。

VCS クラスタノードでのサーバーベースのフェンシングのトラブルシュー
ティング
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log に含まれるログファイルは、VCS クラスタ（ア
プリケーション）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシューティング
に役立つことがあります。
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サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS クラスタ ノー
ドでのフェンシング起動時の問題
表 24-4
問題

VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノードでのフェンシング起動の問
題

説明と解決法

VCS クラスタの cpsadm VCS クラスタで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場合は、次の
コマンドで接続エラーが発 処理を実行してください。
生します。
■ CP サーバーがすべての VCS クラスタノードからアクセス可能であることを確認します。
■

■

権限の確認の失敗

/etc/vxfenmode ファイルを確認し、VCS クラスタ ノードが正しい CP サーバー仮想 IP または
仮想ホスト名と正しいポート番号を使っていることを確認します。
HTTPS 通信の場合は、サーバーに一覧表示されている仮想 IP とポートが HTTPS 要求に
対する応答準備ができていることを確認します。

CP サーバーの設定にクライアントクラスタのノードやユーザーを追加していないと、権限の確認が
失敗します。この状態では、VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングが、CP サー
バーにアクセスして自身を CP サーバーに登録することができません。 主たるコーディネーション
ポイントの登録が失敗すると、フェンシングは起動しません。
この問題を解決するには、CP サーバーの設定にクライアントクラスタノードとユーザーを追加し、
フェンシングを再起動します。

認証の失敗

CP サーバーと VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノードの間でセキュアな通信を設定した場合、
次のような原因で認証の失敗が起きることがあります。
■

■

■

クライアントクラスタは CP サーバーとの安全な通信を確立するために、独自の専用キー、署
名済みの証明書、認証局（CA）の証明書を必要とします。いずれかのファイルがない、または
破損している場合、通信は失敗します。
クライアントクラスタ証明書がクライアントの専用キーに対応していない場合、通信は失敗しま
す。
CP サーバーとクライアントクラスタの信頼の証明連鎖に共通の CA がない場合、通信は失敗
します。
p.344 の 「VCS クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について」 を参照してください。

コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題
vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイントをオンライン移行する間、
いずれかのクラスタノードから行うコーディネーションポイントの検証中に障害が起きると、
操作は自動的にロールバックされます。
コーディネーションポイントの新しいセットの検証失敗は、次の状況で起きる可能性があ
ります。
■

ノード上の新しいコーディネーションポイントが古い /etc/vxfenmode.test ファイルか
ら選択されていたため、/etc/vxfenmode.test ファイルがすべての VCS クラスタ ノー
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ドで更新されない。/etc/vxfenmode.test ファイルは現在の詳細情報で更新する必要
があります。/etc/vxfenmode.test ファイルがない場合、vxfenswap は /etc/vxfenmode
ファイルから新しいコーディネーションポイントの設定をコピーします。
■

/etc/vxfenmode ファイルに定義されたコーディネーションポイントが VCS クラスタ
ノード間で一致しない。/etc/vxfenmode ファイルに定義されているコーディネーショ
ンポイントがクラスタノード間で一致しない場合、コーディネーションポイントのスナッ
プショット確認中の障害が原因で操作は失敗します。

■

1 つ以上の VCS クラスタ ノードから CP サーバーに向かうネットワーク接続が存在し
ない。

■

VCS クラスタ ノードのクラスタ、ノード、ユーザーが新しい CP サーバーに追加され
ていないことにより、権限の確認に失敗する。

vxfenswap コマンド実行後の vxfen サービスグループのアクティ
ビティ
コーディネーションポイントエージェントは vxfenconfig -l の出力からコーディネーショ
ンポイントの詳細を読み込み、それらのコーディネーションポイントで登録の監視を開始
します。
このように、vxfenswap の実行中、vxfenmode ファイルがユーザーによって変更されて
いるとき、コーディネーションポイントエージェントは FAULTED 状態に遷移しませんが、
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされないかぎり、またはコーディネーションポイントの
新しいセットが vxfenconfig -l の出力で反映されないかぎり、コーディネーションポイ
ントエージェントは、監視サイクルごとに自身が vxfenconfig -l の出力から読み込む
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
コーディネーションポイントエージェントの状態（ONLINE または FAULTED）は、コーディ
ネーションポイントのアクセス可能性、これらのコーディネーションポイント上の登録、耐障
害性の値によって決まります。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされ、vxfenconfig -l の出力に反映されると、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新しいセットを読み込
み、次の監視サイクルからはその新しいセットのコーディネーションポイントを監視します。

通知に関するトラブルシューティング
VCS 通知を使っているときに、問題が発生することもあります。この項では、最も一般的
な問題と推奨される処置について説明します。問題に関しては太字で記述しています。
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SNMP による通知を設定しても、SNMP コンソールにトラップが表示さ
れない。
対処方法: コンソールでサポートしている SNMP トラップのバージョンを確認します。VCS
の SNMP 通知は、SNMP v2.0 トラップを送信します。SNMP コンソールとして HP
OpenView Network Node Manager を使っている場合は、VCS に対するイベントが
xnmevents で設定されていることを確認してください。また、vcs_trapd で VCS イベント
をマージした後で、それらのイベントが OpenView Network Node Manager Event の
設定に表示されない場合は、OpenView デーモン（ovw）を再起動してください。
デフォルトでは、SNMP のコミュニティストリングは、［public］に設定されています。SNMP
コンソールが異なるコミュニティで設定されている場合は、SNMP 通知の設定に従ってコ
ンソールを再設定します。 NotifierMngr について詳しくは『Symantec 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。

グローバルクラスタのトラブルシューティングとリカバリ
このトピックでは、災害宣言の概念と、グローバルクラスタの設定について役に立つトラブ
ルシューティングについて説明します。

災害宣言
グローバルクラスタ内のクラスタの状態が、通信不能のため FAULTED に遷移した場合、
フェールオーバーを実行するかどうかは、障害の原因がスプリットブレイン、一時的な停
電、リモートクラスタの永続的災害のいずれであるかによって決定されます。
グローバルクラスタ内のクラスタで発生した障害に対処する選択をすると、障害のタイプ
を宣言するよう要求されます。
■

Disaster - プライマリデータセンターの永続的損害を示します。

■

Outage - プライマリデータセンターは一定期間後、現在の形式に戻る可能性がある
ことを示します。

■

Disconnect - スプリットブレイン状態を示します。両クラスタは動作していますが、クラ
スタ間のリンクが破損しています。

■

Replica - バックアップ元から一貫性のあるデータがテイクオーバー先に作成されて
おり、サービスグループがオンラインになると、RVGPrimary がテイクオーバーを開始
できることを示します。このオプションは、VVR 環境のみに適用されます。

ローカルクラスタにフェールオーバーするグループは選択可能です。グループが選択さ
れている場合、VCS はグループの FailOverPolicy 属性を基に、対象となるグループを
ノード上でオンラインにします。また、他のクラスタでは、それらのグループを offline とし
てマークします。フェールオーバーするサービスグループが選択されていない場合、VCS
は停止したクラスタのサービスグループをオフラインにする以外、アクションを実行しませ
ん。
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失われたハートビートと照会の機構
2 つのクラスタ間で内部ハートビートとすべての外部ハートビートが失われた場合、これ
は、リモートクラスタに障害が発生したか、2 つのクラスタ間のすべての通信リンクが切断
（広域スプリットブレイン）されたことを示します。
VCS はクラスタに対してクエリーを発行し、ハートビートが失われたリモートクラスタが本
当に停止しているかどうかを確認します。この機構を照会といいます。2 つのクラスタ設定
で、コネクタからもう一方のコネクタに対するすべてのハートビートが失われた場合、リモー
トクラスタに障害が発生していると見なす必要があります。3 つ以上のクラスタがある場合、
コネクタから 2 つ目のクラスタに対するすべてのハートビートが失われた場合、このコネク
タは、クラスタに障害が発生したと宣言する前に、残りのコネクタに対してクエリーを発行
します。 他のコネクタからはこのクラスタが動作していると見えている場合、クエリーを発
行したコネクタは、このクラスタを UNKNOWN 状態（偽のクラスタの障害を最小化するプ
ロセス）にします。 すべてのコネクタがこのクラスタに障害が発生していると報告した場合、
クエリーを発行したコネクタも、このクラスタに障害が発生していると見なし、このリモートク
ラスタを FAULTED 状態にします。

VCS のアラート
VCS のアラートはアラート ID によって識別されますが、この ID は次の要素で構成され
ます。
■

alert_type: アラートのタイプ

■

cluster: アラートを発生させたクラスタ

■

system: アラートを発生させたシステム

■

object: アラート発生の対象となった VCS オブジェクトの名前このオブジェクトは、ク

ラスタまたはサービスグループです。
アラートは次の形式で生成されます。
alert_type-cluster-system-object

次に例を示します。
GNOFAILA-Cluster1-oracle_grp

これは、クラスタ Cluster1 でサービスグループ oracle_grp について生成された
GNOFAILA タイプのアラートです。

アラートのタイプ
VCS では、次のタイプのアラートが生成されます。
■

CFAULT: クラスタに障害が発生したことを示します。
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■

GNOFAILA: グローバルグループが、そのグループがオンラインになったクラスタ内
でフェールオーバーできないことを示します。このアラートは、ClusterFailOverPolicy
属性が Manual に設定され、Wide Area Connector（wac）が適切に設定されてい
て、障害が発生したときに動作中であった場合に表示されます。

■

GNOFAIL: グローバルグループが、当該クラスタ内のシステムにもリモートクラスタ内
のシステムにもフェールオーバーできないことを示します。
グローバルグループがリモートクラスタにフェールオーバーできない原因としては、次
のようなものがあります。
■

ClusterFailOverPolicy 属性が Auto か Connected に設定されていて、グルー
プが自動的にフェールオーバーできる有効なリモートクラスタを VCS が判別でき
ない場合。

■

ClusterFailOverPolicy 属性が Connected に設定されていて、障害が起きたグ
ループが属するクラスタが、そのグループの ClusterList 属性で指定された 1 つ
以上のリモートクラスタと通信できない場合。

■

障害が起きたグループが属するクラスタで、Wide Area Connector（wac）がオン
ラインになっていないか、誤って設定されている場合。

アラートの管理
アラートに対しては、ユーザーが対処する必要があります。アラートに対しては、次のよう
な対処方法があります。
■

アラートの原因を無視してもかまわない場合は、Java コンソールの［アラート（Alerts）］
ダイアログボックスか、haalert コマンドを使って、アラートを削除します。その際に、
アラートを削除する理由を説明したコメントを入力する必要があります。このコメントは、
VCS によってエンジンログに記録されます。

■

あらかじめ対応するアクションが関連付けられている管理アラートに対しては、関連付
けられているアクションを実行します。

■

一部のアラートについては、アラートに対して取り消しイベントが発生した場合、VCS
がそのアラートを削除または取り消します。

これらのアクションがどれも実行されず、VCS エンジン（had）がクラスタ内の少なくとも 1
つのノードで実行されている場合、管理アラートは消えません。クラスタ内のどのノードで
も HAD が実行されていない場合、管理アラートは失われます。

アラートに関連付けられたアクション
ここでは、次の各タイプのアラートに対してユーザーが実行できるアクションについて説
明します。
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■

CFAULT: アラートが発行されたら、［アクションの実行（Take Action）］をクリックし、
画面の案内に従って、クラスタに障害が発生する前にそのクラスタでオンラインになっ
ていたグローバルグループをフェールオーバーする作業を実行します。

■

GNOFAILA: アラートが発行されたら、［アクションの実行（Take Action）］をクリック
し、画面の案内に従って、グローバルグループを、そのグループの実行先として設定
されたリモートクラスタにフェールオーバーする作業を実行します。

■

GNOFAIL: コンソールでは、このタイプのアラートに関連付けられたアクションは提供
されません。

取り消しイベント
障害が発生したクラスタが RUNNING 状態に戻ると、CFAULT アラートは VCS によっ
て削除されます。
GNOFAILA アラートと GNOFAIL アラートは、次のイベントが発生すると、VCS によって
削除されます。
■

障害が発生したグループの状態が FAULTED から ONLINE に変化する。

■

グループの障害がクリアされる。

■

グループがアラートを発生させたクラスタから削除される。

起動時の同時性違反
サービスグループの ClusterList にユーザーがクラスタを追加すると、VCS は同時性違
反を報告することがあります。同時性違反とは、サービスグループが 2 つのノードで同時
にオンラインになっている状態を指します。
対処方法: サービスグループを global にする前に、各クラスタのサービスグループの状
態を確認します。

Steward プロセスのトラブルシューティング
Steward を起動すると、Steward はコマンドプロンプトをブロックし、標準出力にメッセー
ジを出力します。Steward を停止するには、同じシステムの別のコマンドプロンプトから次
のコマンドを実行します。
Steward がセキュアモードで動作している場合: steward -stop - secure
Steward がセキュアモードで動作していない場合: steward -stop
標準出力に加えて、Steward は次に示す独自のログファイルにログを記録することもで
きます。
■

steward_A.log

■

steward-err_A.log
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tststew ユーティリティを使って、次のことを検証します。
■

Steward プロセスが動作している

■

Steward プロセスが正しい応答を送信している

ライセンスに関するトラブルシューティング
この項では、VCS ライセンスに関連して発生する問題について説明します。ライセンス
キーの検証方法と、ライセンス関連のエラーメッセージのリストを示します。

ライセンスキーの検証
ほとんどの場合、ライセンスキーの検証は installvcs スクリプトを使って行われます。
ただし、（vxlicinst などを使って）installvcs の外部に VCS キーをインストールした
場合は、次の手順でキーを検証できます。

1

vxlicinst コマンドは、次のような基本的検証を行います。

node lock: ノードロックキーが正しいシステムにインストールされていることを確認し
ます。
demo hard end date: 期限切れのデモキーがインストールされていないことを確認
します。

2

vxlicrep コマンドを実行すると、VCS キーがシステムにインストールされていること

を確認できます。このコマンドの出力は次のようになります。

License Key
Product Name
License Type
OEM ID
Features :

=
=
=
=

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Symantec Cluster Server
PERMANENT
4095

Platform

= Solaris

Version
Tier
Reserved
Mode
Global Cluster Option

=
=
=
=
=

6.2
Unused
0
VCS
Enabled
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3

コマンドの実行結果で次のことを確認します。
製品名に、購入したコンポーネントの名前（Symantec Cluster Server など）が表示
されていることを確認します。コマンドを実行して製品名が返されなかった場合は、
VCS キーがインストールされていません。
VCS キーの License Type が DEMO と出力された場合は、Demo End Date が過
去の日付になっていないことを確認します。
Mode 属性に正しい値が表示されていることを確認します。
グローバルクラスタオプションのライセンスキーを購入した場合は、その状態が
Enabled になっていることを確認します。

4

VCS を起動します。ライセンスキーが HAD に拒否された場合は、engine_A ログ
ファイルの最後にあるライセンスエラーメッセージを参照してください。

ライセンスのエラーメッセージ
この項には、ライセンスに関連したエラーメッセージが収録されています。これらのメッセー
ジは、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log ファイルに記録されます。

[Licensing] Insufficient memory to perform operation
このシステムには、ライセンスを操作する適切なリソースがありません。

[Licensing] No valid VCS license keys were found
有効な VCS キーがシステム上に見つかりません。

[Licensing] Unable to find a valid base VCS license key
有効なベース VCS キーがシステム上に見つかりません。

[Licensing] License key can not be used on this OS platform
このメッセージは、ライセンスキーが他のプラットフォーム用であることを示しています。 た
とえば、Windows 向けのライセンスキーが Solaris プラットフォームで使われている場合
などに表示されます。

[Licensing] VCS evaluation period has expired
VCS ベースデモキーの期限が切れています。

766

第 24 章 VCS のトラブルシューティングおよびリカバリ
セキュア設定のトラブルシューティング

[Licensing] License key can not be used on this system
他のシステム用のライセンスキー（ノードロックキーなど）がインストールされていることを示
しています。

[Licensing] Unable to initialize the licensing framework
VCS の内部メッセージです。シマンテック社のテクニカルサポートまでご連絡ください。

[Licensing] QuickStart is not supported in this release
VCS QuickStart は、このバージョンの VCS ではサポートされません。

[Licensing] Your evaluation period for the feature has
expired.This feature will not be enabled the next time VCS
starts
指定された VCS の機能の評価期間は、期限が切れています。

セキュア設定のトラブルシューティング
このセクションは、セキュリティの設定と FIPS モードの設定に関連するエラーメッセージ
について説明します。また、メッセージと対処方法についても説明します。

FIPS モードが設定できない
vcsencrypt コマンドまたは vcsdecrypt コマンドを使うか、またはこれらのコマンドを使

う hazonesetup などのユーティリティを使ったときに、システムが次のエラーメッセージを
表示する場合があります。
VCS ERROR V-16-1-10351 Could not set FIPS mode

対処方法: 暗号化が正しく実行されるように乱数ジェネレータがシステムで定義済みであ
ることを確認してください。通常、乱数生成に必要なファイルは /dev/random と
/dev/urandom です。

ウィザードベースの設定の問題のトラブルシューティング
このセクションでは、VCS クラスタ設定ウィザードと Symantec High Availability 設定ウィ
ザード関連の手順の実行中または実行後に発生する可能性のある問題の一般的な解決
方法をリストしています。
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Symantec High Availability 設定ウィザードが空白のパネルを表示する
Symantec High Availability 設定ウィザードは、ウィザードのパネルの表示に失敗するこ
とがあります。空白のウィンドウが表示される場合があります。
Symantec High Availability Console ホストで Symantec ApplicationHA サービスが実
行されていることを確認してからウィザードを再度実行します。

hastop –all コマンドを実行すると、仮想ディスクが切断される
hastop -all コマンドは、設定されているアプリケーションのすべてのコンポーネントお

よびコンポーネントグループをオフラインにしてから VCS クラスタを停止します。 このプ
ロセスで、コマンドは VCS クラスタのノードから仮想ディスクを切断します。（2920101）
回避策: クラスタのノードで実行されているアプリケーションではなく、VCS クラスタを停止
する場合は、hastop -all コマンドの代わりに次のコマンドを使います。
hastop -all -force

このコマンドは、VCS クラスタのノードに接続されている仮想ディスクに影響を及ぼすこと
なくクラスタを停止します。

［Symantec High Availability］ビューの問題のトラブル
シューティング
このセクションでは、［Symantec High Availability］ビューを使うときに発生する可能性が
ある一般的なトラブルシューティングのシナリオをリストします。

［Symantec High Availability］ビューでアプリケーション監視ステータス
が表示されない
［Symantec High Availability］ビューに、HTTP 404 Not Found のエラーが表示される
か、アプリケーションの健全性状態が表示されません。
次の条件を確認してから、［Symantec High Availability］ビューを更新します。
■

［Symantec High Availability］コンソールホストが実行中であり、ネットワーク経由で
アクセスできることを確認します。

■

vCenter Server で VMware Web Service が実行中であることを確認します。

■

ゲスト仮想マシンで VMware Tools Service が実行中であることを確認します。

■

［Symantec High Availability］コンソールと仮想マシンで Veritas Storage Foundation
Messaging Service（xprtld プロセス）が実行中であることを確認します。停止してい
る場合は、コマンドプロンプトに次を入力します。
net start xprtld
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■

ポート 14152、14153、5634 がファイアウォールによって遮断されていないことを確
認します。

■

vSphere Client からログアウトし、再度ログインします。次に、Symantec High
Availability プラグインがインストールされて有効になっていることを確認します。

アプリケーション表示名の特殊文字が原因で［Symantec High
Availability］ビューがフリーズする場合がある
監視対象のアプリケーションで特殊文字を含む表示名を指定すると、次の症状の 1 つま
たは両方が起きる場合があります。
■

［Symantec High Availability］ビューがフリーズする場合がある

■

［Symantec High Availability］ビューに Adobe の例外エラーメッセージが表示され
る場合がある
ブラウザ設定によって、Adobe の例外メッセージが表示される場合と表示されない場
合があります。ただし、いずれの場合もタブはフリーズする可能性があります。
（2923079）
回避策:
次のリストに含まれる文字だけを使用して表示名をリセットしてください。
■

英数文字

■

space

■

下線文字

表示名をリセットするには次のコマンドを使います。
hagrp -modify sg name UserAssoc -update Name "変更された特殊文字を含ま

ない表示名"

［Symantec High Availability］タブで［フェールオーバーシステムの追加
（Add Failover System）］リンクがグレー表示になる
vSphere Client GUI のインベントリビューで［Symantec High Availability］タブを起動す
るためにクリックしたシステムが、このアプリケーションのフェールオーバー対象システム
のリストに含まれていない場合、［フェールオーバーシステムの追加（Add Failover
System）］リンクがグレー表示になります。（2932281）
回避策: vSphere Client GUI のインベントリビューで［Symantec High Availability］タブ
を起動するには、アプリケーションのフェールオーバー対象システムの既存リストに含ま
れているシステムをクリックしてください。［詳細（More）］をクリックするとドロップダウンリス
トに表示される［フェールオーバーシステムの追加（Add Failover System）］リンクは、グ
レーで表示されていません。
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［Symantec High Availability］ビューにアラートアイコンが表示される
vSphere クライアント GUI の［Symantec High Availability］ビューのタイトルバーにア
ラートアイコンが表示されるのは、Symantec High Availability コンソールとフェールオー
バーシステム間の通信が失敗するときだけです。その結果、［Symantec High Availability］
ダッシュボードがシステムの表示に失敗するか、システムの古いアプリケーション健全性
データを表示します。
回避策:
次の手順の実行

1

Symantec High Availability コンソールホストとシステム間のシングルサインオンを
設定します。
シングルサインオンの設定について詳しくは、『Symantec High Availability Console
インストール/アップグレードガイド』を参照してください。

2

VCSInfraSG グループをオンラインにします。
# hagrp -online VCSInfraSG -any
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A
VCS のユーザー権限 - 管理
コマンドマトリックス
この付録では以下の項目について説明しています。
■

管理コマンドマトリックスについて

■

管理コマンドマトリックス

管理コマンドマトリックスについて
一般に、Guest 権限を持つユーザーは、-display、-state、-value のコマンドオプション
を実行できます。
Group Operator と Cluster Operator の権限を持つユーザーは、-online、-offline、
-switch のオプションを実行できます。
Group Administrator と Cluster Administrator の権限を持つユーザーは、-add、-delete、
-modify のオプションを実行できます。
p.82 の 「VCS ユーザー権限とユーザーロールについて」 を参照してください。

管理コマンドマトリックス
次のトピックのマトリックスで、特定のユーザーロールで実行可能なコマンドオプションを
確認してください。チェックマークは、そのコマンドおよびオプションが実行可能であるこ
とを示します。ダッシュ（-）は、これらが実行不可能であることを示します。

エージェントの操作（haagent）
表 A-1 にエージェントの操作と必須権限の一覧を示します。
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表 A-1

エージェントの操作のユーザー権限

エージェントの操 Guest
作

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

エージェントの起動 –

–

–

✓

✓

エージェントの停止 –

–

–

✓

✓

情報の表示

✓

✓

✓

✓

✓

エージェントのリスト ✓

✓

✓

✓

✓

属性の操作（haattr）
表 A-2 に属性の操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-2

属性の操作のユーザー権限

属性の操作

Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

追加

–

–

–

–

✓

デフォルト値の変更 –

–

–

–

✓

削除

–

–

–

–

✓

表示

✓

✓

✓

✓

✓

クラスタの操作（haclus、haconf）
表 A-3 にクラスタの操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-3

クラスタの操作のユーザー権限

クラスタの操作

Cluster
Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

表示

✓

✓

✓

✓

✓

変更

–

–

–

–

✓

追加

–

–

–

–

✓

削除

–

–

–

–

✓

宣言

–

–

–

✓

✓
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クラスタの操作

Cluster
Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

状態またはステータ ✓
スの表示

✓

✓

✓

✓

ライセンスの更新

–

–

–

–

✓

設定の読み書き両
用化

–

–

✓

–

✓

設定の保存

–

–

✓

–

✓

設定の読み取り専用 –
化

–

✓

–

✓

サービスグループの操作（hagrp）
表 A-4 にサービスグループの操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-4

サービスグループの操作のユーザー権限

サービスグループ Guest
の操作

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

追加と削除

–

–

–

–

✓

リンクの設定と解除

–

–

–

–

✓

クリア

–

✓

✓

✓

✓

オンライン化

–

✓

✓

✓

✓

オフライン化

–

✓

✓

✓

✓

状態の表示

✓

✓

✓

✓

✓

切り替え

–

✓

✓

✓

✓

フリーズとアンフリー –
ズ

✓

✓

✓

✓

永続的なフリーズと
アンフリーズ

–

–

✓

–

✓

有効

–

–

✓

–

✓

無効

–

–

✓

–

✓

変更

–

–

✓

–

✓
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サービスグループ Guest
の操作

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

表示

✓

✓

✓

✓

✓

依存関係の表示

✓

✓

✓

✓

✓

リソースの表示

✓

✓

✓

✓

✓

リスト

✓

✓

✓

✓

✓

リソースの有効化

–

–

✓

–

✓

リソースの無効化

–

–

✓

–

✓

フラッシュ

–

✓

✓

✓

✓

自動有効化

–

✓

✓

✓

✓

無視

–

✓

✓

✓

✓

ハートビートの操作（hahb）
表 A-5 にハートビートの操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-5

ハートビートの操作のユーザー権限

ハートビートの操 Guest
作

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

追加

–

–

–

–

✓

削除

–

–

–

–

✓

ローカルに設定

–

–

–

–

✓

グローバルに設定

–

–

–

–

✓

表示

✓

✓

✓

✓

✓

状態の表示

✓

✓

✓

✓

✓

リスト

✓

✓

✓

✓

✓

ログの操作（halog）
表 A-6 にログの操作と必須権限の一覧を示します。
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表 A-6
ログの操作

ログの操作のユーザー権限
Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

デバッグタグの有効 –
化

–

–

–

✓

デバッグタグの削除 –

–

–

–

✓

ログファイルへのメッ –
セージの追加

–

✓

–

✓

表示

✓

✓

✓

✓

✓

ログファイル情報の
表示

✓

✓

✓

✓

✓

リソースの操作（hares）
表 A-7 にリソースの操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-7

リソースの操作のユーザー権限

リソースの操作

Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

追加

–

–

✓

–

✓

削除

–

–

✓

–

✓

属性をローカルに設 –
定

–

✓

–

✓

属性をグローバルに –
設定

–

✓

–

✓

リンクの設定と解除

–

–

✓

–

✓

クリア

–

✓

✓

✓

✓

オンライン化

–

✓

✓

✓

✓

オフライン化

–

✓

✓

✓

✓

変更

–

–

✓

–

✓

状態の表示

✓

✓

✓

✓

✓

表示

✓

✓

✓

✓

✓
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リソースの操作

Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

依存関係の表示

✓

✓

✓

✓

✓

値のリスト

✓

✓

✓

✓

✓

プローブ

–

✓

✓

✓

✓

属性の上書き

–

–

✓

–

✓

上書きの削除

–

–

✓

–

✓

アクションの実行

–

✓

✓

✓

✓

情報の更新

–

✓

✓

✓

✓

情報のフラッシュ

–

✓

✓

✓

✓

システムの操作（hasys）
表 A-8 にシステムの操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-8

システムの操作のユーザー権限

システムの操作

Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

追加

–

–

–

–

✓

削除

–

–

–

–

✓

フリーズとアンフリー –
ズ

–

–

✓

✓

永続的なフリーズと
アンフリーズ

–

–

–

–

✓

フリーズと退避

–

–

–

–

✓

表示

✓

✓

✓

✓

✓

強制起動

–

–

–

–

✓

変更

–

–

–

–

✓

状態の表示

✓

✓

✓

✓

✓

リスト

✓

✓

✓

✓

✓

ライセンスの更新

–

–

–

–

✓
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リソースタイプの操作（hatype）
表 A-9 にリソースタイプの操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-9

リソースタイプの操作のユーザー権限

リソースタイプの
操作

Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

追加

–

–

–

–

✓

削除

–

–

–

–

✓

表示

✓

✓

✓

✓

✓

リソースの表示

✓

✓

✓

✓

✓

変更

–

–

–

–

✓

リスト

✓

✓

✓

✓

✓

ユーザーの操作（hauser）
表 A-10 にクラスタの操作と必須権限の一覧を示します。
表 A-10

ユーザーの操作のユーザー権限

ユーザーの操作

Guest

Group
Operator

Group
Admin.

Cluster
Operator

Cluster
Admin.

追加

–

–

–

–

✓

削除

–

–

–

–

✓

更新

✓

✓

✓

✓

✓

メモ: 設定が メモ: 設定が

メモ: 設定が

読み書き両用 読み書き両用
の場合
の場合

読み書き両用
の場合

表示

✓

✓

✓

✓

✓

リスト

✓

✓

✓

✓

✓

権限の変更

–

–

✓

–

✓
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B
VCS コマンド: クイックリファ
レンス
この付録では以下の項目について説明しています。
■

VCS コマンドのクイックリファレンスについて

■

VCS コマンドラインリファレンス

VCS コマンドのクイックリファレンスについて
この項では、よく使う VCS コマンドとオプションの一覧を示します。VCS コマンドと利用
可能なオプションについて詳しくは、各 VCS コマンドのマニュアルページを参照してくだ
さい。

VCS コマンドラインリファレンス
表 B-1 に、クラスタ操作用の VCS コマンドの一覧を示します。
表 B-1

クラスタ操作用の VCS コマンド

クラスタの操作

コマンドライン

VCS を起動する

hastart [-onenode]
hastart -force system_name
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クラスタの操作

コマンドライン

VCS を停止する

hastop -local
[-force|-evacuate|-noautodisable]
hastop -local [-force|-evacuate
-noautodisable]
hastop -sys system_name
[-force|-evacuate|-noautodisable]
hastop -sys system_name [-force|-evacuate
-noautodisable]
hastop -all [-force]

VCS 設定の読み書きアクセス haconf -makerw
を有効または無効にする
haconf -dump -makero
ユーザーを追加する

hauser -add user_name

表 B-2 に、サービスグループ、リソース、サイトの操作用の VCS コマンドの一覧を示しま
す。
表 B-2

サービスグループ、リソース、サイトの操作用の VCS コマンド

サービスグループ、リソー
ス、サイトの操作

コマンドライン

サービスグループを設定する

hagrp -add |-delete group_name
hagrp -modify group attribute value
hagrp -link parent_group child_group
dependency

リソースを設定する

hares -add resource type group_name
hares -delete resource_name
hares -modify resource attribute value
hares -link parent_resource child_resource

エージェントまたはリソースタイ hatype -modify type attribute value
プを設定する
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サービスグループ、リソー
ス、サイトの操作

コマンドライン

サービスグループをオンライン hagrp -online service_group -sys system_name
またはオフラインにする
hagrp -online service_group -site site_name
hagrp -offline service_group -sys system_name
hagrp -offline service_group -site site_name
リソースをオンラインまたはオフ hares -online resource_name -sys system_name
ラインにする
hares -offline resource_name -sys system_name
サービスグループをフリーズま
たはアンフリーズする

hagrp -freeze group_name [-persistent]
hagrp -unfreeze group_name [-persistent]

表 B-3 に、状態と検証の VCS コマンドの一覧を示します。
表 B-3

状態と検証の VCS コマンド

状態と検証

コマンドライン

クラスタの状態

hastatus -summary

LLT の状態と検証

lltconfig
lltconfig -a list
lltstat
lltstat -nvv

GAB の状態と検証

gabconfig -a

AMF カーネルドライバの状態/ amfconfig
検証
amfstat

表 B-4 に、クラスタ通信用の VCS コマンドの一覧を示します。
表 B-4

クラスタ通信用の VCS コマンド

通信

コマンドライン

LLT の起動と停止

lltconfig -c
lltconfig -U

GAB の起動と停止

gabconfig -c -n seed_number
gabconfig -U
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表 B-5 に、システム操作用の VCS コマンドの一覧を示します。
表 B-5

システム操作用の VCS コマンド

システムの操作

コマンドライン

クラスタ内のシステムを一覧表 hasys -list
示する
各システムの詳しい情報を取
得する

hasys -display system_name

システムをフリーズまたはアン hasys -freeze [-persistent][-evacuate]
フリーズする
system_name
hasys -unfreeze [-persistent] system_name
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クラスタとシステムの状態
この付録では以下の項目について説明しています。
■

リモートクラスタの状態

■

システムの状態

リモートクラスタの状態
グローバルクラスタでは、Wide Area Connector プロセスを使って、リモートクラスタの監
視とメンテナンスを行います。ICMP を使ったコネクタプロセスは、リモートクラスタの状態
を監視するために、クラスタ間のハートビートを使います。 コネクタプロセスで受信したリ
モートクラスタの状態は HAD に伝えられ、その情報を元に必要に応じて適切なアクショ
ンが実行されます。 たとえば、クラスタの停止を実行した場合、ローカルクラスタの状態は
EXITING に移行し、リモートクラスタにローカルの状態遷移を、コネクタを介して通知しま
す。 クラスタが停止し、リモートクラスタとの TCP/IP 接続が切断されたときに、各リモート
のクラスタは、このクラスタの状態を EXITED に遷移させます。
WAN のハートビートを有効にするには、Wide Area Connector プロセスが動作してい
る必要があります。 リモートクラスタと Wide Area Connector で接続するためには、少な
くとも対象となるクラスタとのハートビートの状態が ALIVE である必要があります。
リモートクラスタとのハートビートの状態には、HBUNKNOWN、HBALIVE、HBDEAD の
3 つがあります。
p.787 の 「システムの状態遷移の例」 を参照してください。
表 C-1 に、VCS リモートクラスタの状態とその説明の一覧を示します。
表 C-1

VCS 状態の定義

状態（State）

定義

INIT

クラスタは、初期状態です。これは、リモートクラスタが、Wide Area Connector
だけ設定されている状態を示しています。
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状態（State）

定義

BUILD

ローカルクラスタは、リモートクラスタから初期化スナップショットを受信してい
ます。

RUNNING

リモートクラスタが動作しており、ローカルクラスタに接続されていることを示
します。

LOST_HB

ローカルクラスタ上のコネクタプロセスは、リモートクラスタからハートビートを
受信していません。

LOST_CONN

ローカルクラスタ上のコネクタプロセスとリモートクラスタとの TCP/IP 接続が
切断されました。

UNKNOWN

ローカルクラスタ上のコネクタプロセスは、リモートクラスタが停止したと判断
しましたが、別のリモートクラスタはそれとは異なる判断を示す応答を送信し
ています。

FAULTED

リモートクラスタが異常終了しました。

EXITING

正常な終了プロセスを実行中です。

EXITED

リモートクラスタは正常終了しました。

INQUIRY

ローカルクラスタ上のコネクタプロセスは、ハートビートが失われた他のクラス
タに対してクエリーを発行しています。

TRANSITIONING

リモートクラスタ上のコネクタプロセスを、クラスタ内の他のノードへフェール
オーバーを実行中です。

クラスタの状態遷移の例
クラスタの状態遷移の例を以下に示します。
■

グローバルクラスタ設定にリモートクラスタが追加されると、設定の他のクラスタから見
たリモートクラスタは RUNNING 状態に遷移します。
INIT -> BUILD -> RUNNING

■

リモートクラスタの状態が RUNNING であるときに、クラスタ間のハートビートを失った
場合、ハートビートを失ったクラスタに対してクエリーを発行します。 すべてのクエリー
に対する結果をもとにリモートクラスタが異常終了していることが判明した場合、リモー
トクラスタの状態は FAULTED に移行します。
RUNNING -> LOST_HB -> INQUIRY -> FAULTED

■

発行したクエリーのうち、リモートクラスタが異常終了していないことを示す応答が 1
つでもあった場合、リモートクラスタの状態は UNKNOWN に移行します。
RUNNING -> LOST_HB -> INQUIRY -> UNKNOWN
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■

Wide Area Connector プロセスの可用性を高める ClusterService サービスグルー
プがクラスタ内の他のシステムへフェールオーバーを実行する場合、他のクラスタか
らそのクラスタの状態を確認すると、フェールオーバー実行中は、TRANSITIONING
に、そしてフェールオーバー完了後は、RUNNING と表示されます。
RUNNING -> TRANSITIONING -> BUILD -> RUNNING

■

リモートクラスタの状態が RUNNING であるときに、ClusterService サービスグルー
プをオフラインにした場合、リモートクラスタの状態は、EXITED に移行します。
RUNNING -> EXITING -> EXITED

システムの状態
システムで VCS エンジンが動作している場合、そのシステムの状態は、次の表に示すい
ずれかの状態となります。 これは、システムのその時点の動作状態を表しています。ある
システムで新規に VCS エンジンを起動すると、クラスタ内で利用可能なシステムおよび
その動作状態を確認します。 あるクラスタのシステムの状態が RUNNING の場合、新規
のシステムはそのシステムからクラスタの設定情報を取得します。 設定情報の取得中に
変更が加えられた場合、その変更もこのシステムに反映させてから、このシステムの状態
は、RUNNING となります。
他のシステムで VCS が起動しておらず、RUNNING または ADMIN_WAIT の状態のシ
ステムがクラスタ内になく、かつこのシステム上の設定ファイルが無効でない場合、このシ
ステムの状態は、LOCAL_BUILD に移行し、ローカルディスクから設定情報を読み取っ
てクラスタの設定を行います。 設定ファイルが無効な場合には、システムの状態は
STALE_ADMIN_WAIT へと遷移します。
p.787 の 「システムの状態遷移の例」 を参照してください。
表 C-2 に、VCS システムの状態とその説明の一覧を示します。
表 C-2

VCS システムの状態

状態

定義

ADMIN_WAIT

このシステム上のクラスタ設定情報は、失効しています。システムがこの状
態に遷移した理由として、次のものが考えられます。
■

■

クラスタ内で状態が RUNNING のシステムが 1 台しかないときに、他
のシステムがそのクラスタの設定を取得して状態が RUNNING になる
前に、そのシステムを切り離し、クラスタを形成するシステムがなくなっ
た。
ローカルディスク上の設定を使って状態を LOCAL_BUILD に移行し
ようとしたときに、hacf から設定に関する予期せぬエラーを受信した。

CURRENT_DISCOVER_WAIT クラスタにシステムが追加され、その追加されたシステムは有効な設定ファ
イルを有していることを示しています。別の状態に遷移するために、他のシ
ステムから設定情報の受信待ちの状態です。
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状態

定義

CURRENT_PEER_WAIT システムに有効な設定ファイルが存在していますが、別のシステムがロー
カルディスクから設定を読み込みクラスタを設定しています
（LOCAL_BUILD）。 別のシステムでクラスタの設定作業が完了すると、こ
のシステムの状態は、REMOTE_BUILD に遷移します。
EXITING

システムがクラスタから切り離されようとしています。

EXITED

システムはクラスタから切り離されました。

EXITING_FORCIBLY hastop -force コマンドにより、システムが強制的にクラスタから切り離
されました。
FAULTED

不測の理由によりシステムがクラスタから切り離されました。

INITING

クラスタにシステムが追加されました。これは、システムがクラスタに追加さ
れたときの初期状態を意味します。

LEAVING

システムが正常な手順でクラスタから切り離されようとしています。 エージェ
ントが停止し、現在の設定がディスクに書き込まれると、システムは EXITING
へと遷移します。

LOCAL_BUILD

システムは、ディスクから設定を読み込み、クラスタを構築中です。

REMOTE_BUILD

システムは、RUNNING 状態の別のシステムから設定を取得し、クラスタを
構築中です。

RUNNING

システムは、クラスタのメンバーとして稼動しています。

STALE_ADMIN_WAIT システムの設定ファイルが無効で、他に RUNNING 状態にあるシステムが
存在しないために、設定を取得できない状態です。 クラスタ内で有効な設
定を所有しているシステムで VCS を起動した場合は、そのシステムの状
態は LOCAL_BUILD となります。
その場合、状態が STALE_ADMIN_WAIT のシステムは
STALE_PEER_WAIT に遷移します。
STALE_DISCOVER_WAIT 無効な設定ファイルを使ってシステムがクラスタに参加しました。別の状態
に遷移するために、他のシステムから設定情報の受信待ちの状態です。
STALE_PEER_WAIT システムに無効な設定ファイルが存在していますが、別のシステムがロー
カルディスクから設定を読み込みクラスタを設定しています
（LOCAL_BUILD）。 別のシステムでクラスタの設定作業が完了すると、こ
のシステムの状態は、REMOTE_BUILD に遷移します。
UNKNOWN

このシステムが設定に定義されていないため、クラスタに参加することがで
きません。
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システムの状態遷移の例
以下に示すのは、システムの状態遷移の例です。
■

VCS を起動したシステムが、クラスタ内で有効な設定を持つただ 1 つのシステムで
ある場合、このシステムの状態は、RUNNING に遷移します。
INITING -> CURRENT_DISCOVER_WAIT -> LOCAL_BUILD -> RUNNING

■

有効な設定ファイルを持つシステムで VCS を起動したが、クラスタ内の別システムの
状態が RUNNING になっている場合、このシステムの状態は RUNNING に遷移し
ます。
INITING -> CURRENT_DISCOVER_WAIT -> REMOTE_BUILD -> RUNNING

■

無効な設定ファイルを持つシステムで VCS を起動したが、クラスタ内の別システムの
状態が RUNNING になっている場合、このシステムの状態は RUNNING に遷移し
ます。
INITING -> STALE_DISCOVER_WAIT -> REMOTE_BUILD -> RUNNING

■

無効な設定ファイルを持つシステムで VCS を起動し、他のすべてのシステムの状態
が STALE_ADMIN_WAIT である場合、このシステムの状態は、
STALE_ADMIN_WAIT に遷移します。有効な設定ファイルを持つ別のシステムで
VCS を起動するまで、このシステムは同じ状態を維持します。
INITING -> STALE_DISCOVER_WAIT -> STALE_ADMIN_WAIT

■

有効な設定ファイルを持つシステムで VCS を起動したが、クラスタの別システムの状
態が ADMIN_WAIT である場合、このシステムの状態も ADMIN_WAIT に遷移しま
す。
INITING -> CURRENT_DISCOVER_WAIT -> ADMIN_WAIT

■

無効な設定ファイルを持つシステムで VCS を起動したが、クラスタの別システムの状
態が ADMIN_WAIT である場合、このシステムの状態も ADMIN_WAIT に遷移しま
す。
INITING -> STALE_DISCOVER_WAIT -> ADMIN_WAIT

■

状態が RUNNING のシステムで、hastop コマンドで VCS を停止した場合、このシ
ステムの状態は、次に示す順序で EXITED へと遷移します。状態が LEAVING のと
きに、そのシステムでオンラインになっているリソースをオフラインにします。 システム
のすべてのリソースがオフラインとなり、エージェントが停止すると、システムの状態は、
EXITING 状態へと遷移し、最終的に EXITED へ遷移します。
RUNNING -> LEAVING -> EXITING -> EXITED
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VCS の属性
この付録では以下の項目について説明しています。
■

各属性とその定義について

■

リソース属性

■

リソースタイプ属性

■

サービスグループ属性

■

システムの属性

■

クラスタ属性

■

ハートビートの属性（グローバルクラスタ用）

■

リモートクラスタの属性

■

サイト属性

各属性とその定義について
この付録で紹介している属性に加え、『Symantec Cluster Server エージェント開発者
ガイド』も参照してください。
「ユーザー定義」と示されている属性の値は、コマンドラインまたはグラフィカルユーザー
インターフェースを使って変更できます。また、設定ファイル（main.cf）を直接編集して、
各属性値を変更することも可能です。デフォルトの属性値を使用中のユーザー環境によ
り適した値に変更することで、処理速度を向上させることが可能です。
属性の値を変更するときは、相互に連動している属性値に注意してください。属性値を
変更した後は、予期しない動作によって処理速度に悪影響が出ないよう、クラスタシステ
ムを観察してください。
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「システムのみ使用」と記載された属性の値は VCS によって設定され、読み取り専用で
す。このタイプの属性値には、クラスタの状態に関する重要な情報が含まれています。
「エージェント定義」と記載された値は対応するエージェントによって設定され、同じく読
み取り専用です。
属性値は大文字と小文字が区別されます。
p.69 の 「VCS の属性について」 を参照してください。

リソース属性
表 D-1 にリソース属性の一覧を示します。
表 D-1

リソース属性

リソース属性

説明

ArgListValues

各システムのリソースのエージェントに渡される引数のリスト。この属性はリソース固有であり、システム
固有です。つまり、エージェントに渡す値のリストは、対象になるシステムとリソースによって決まります。

（エージェント定義）

ArgListValues の値の数は 425 を超えてはなりません。この必要条件は、ArgList の属性がキーリス
ト、ベクトル、または関連付けの場合は注意事項になります。 そのようなタイプの非スカラー属性は通
常は任意の数の値をとることができ、ArgList に含まれる場合、エージェントはそのような属性の値から
ArgListValues を計算する必要があります。 非スカラー属性が多くの値を含んでいる場合、
ArgListValues のサイズが増加します。 そのため、エージェントを開発するときに ArgList に非スカラー
属性を追加する場合はこのことに留意する必要があります。 ArgListValues 属性の値の数が 425 を
超えるほど大きな値を属性に設定しないよう、エージェントのユーザーに通知する必要があります。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル

■

デフォルト: 適用不能
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リソース属性

説明

AutoStart

サービスグループをオンラインにするときにリソースもオンラインにする必要があるか、つまり hares
-online コマンドが必要かを示します。

（ユーザー定義）

たとえば、2 つのリソース R1 と R2 があるものとします。 R1 と R2 はグループ G1 にあります。 R1 の
AutoStart 値は 0、R2 の AutoStart 値は 1 です。
この場合、次のような結果になります。
# hagrp -online G1 -sys sys1
これにより、R2 のみが ONLINE 状態になります。 グループ状態は ONLINE であり、PARTIAL 状態
ではありません。 R1 は OFFLINE のままです。
# hares -online R1 -sys sys1
R1 はオンラインになり、グループの状態は ONLINE です。
# hares -offline R2 -sys sys1
R2 はオフラインになり、グループの状態は PARTIAL です。
AutoStart の値がゼロであるリソースは、ONLINE 状態のときにのみグループの状態に寄与し、OFFLINE
状態の場合は寄与しません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

ComputeStats

エージェントフレームワークにリソースの監視統計を計算させるかどうかを指定します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

ConfidenceLevel
（エージェント定義）

重要（Critical）
（ユーザー定義）

オンライン状態のリソースの信頼度を表します。値は 0 から 100 の間となります。VCS エージェントに
よっては、この属性を利用しないものも、また常に 0 を設定しているものもあります。この属性を使わな
い場合は、100 を設定します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

このリソースの障害によりグループ全体のフェールオーバーをトリガする必要があるかどうかを示します。
Critical が 0 で、上位のどの親も Critical = 1 ではない場合は、リソース障害の発生時にサービスグ
ループのフェールオーバーを行ないません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

790

付録 D VCS の属性
リソース属性

リソース属性

説明

Enabled

エージェントがこのリソースを監視していることを示します。

（ユーザー定義）

VCS の動作中にリソースが動的に作成された場合、リソースを有効にしなければ、VCS はそのリソー
スの監視を開始しません。リソースの追加または有効化の方法について詳しくは、コマンドラインまたは
グラフィカルユーザーインターフェースによる VCS の管理に関する章を参照してください。
Enabled 属性に 0（無効）を設定した場合、そのリソースは無効にされます。
p.734 の 「VCS の起動に関するトラブルシューティング」 を参照してください。

Flags
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: VCS を起動する前に設定ファイル main.cf でリソースを定義した場合、この属性のデ
フォルト値は 1（有効）となります。そうでない場合、この属性値は 0 です。

リソースの状態に関する追加情報を提供します。この属性は主に、このリソースに関するフラグを立て
ます。値:
ADMIN WAIT - 実行中のシステムの設定は失われます。
RESTARTING - 最新の監視サイクルでリソースが予想に反してオフラインと検出されたため、エージェ
ントはリソースの再起動を試みています。 詳しくは RestartLimit 属性を参照してください。
STATE UNKNOWN - エージェントによる最新の monitor 呼び出しではリソースがオンライン、オフラ
インのどちらかが判別できませんでした。
MONITOR TIMEDOUT - 静的属性の MonitorTimeout で指定したタイムアウト値を超過したため、
monitor 呼び出しは終了しました。
UNABLE TO OFFLINE - エージェントがリソースをオフライン化しようと試みましたが、オフラインに切
り替わりませんでした。このフラグは、リソースに障害が発生し、clean 関数が正常に終了したが、その
後に続く monitor エントリポイントがハングしたか、リソースの状態を判別できなかった場合にも設定さ
れます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

Group

リソースが属しているサービスグループの名です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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リソース属性

説明

IState

リソースの内部の状態です。State 属性に加え、この属性はリソースが移行しつつある次の状態を示し
ています。値:

（システムのみ使用）

NOT WAITING - リソースは遷移状態にありません。
WAITING TO GO ONLINE - リソースをオンラインにするようエージェントに通知がありましたが、処理
がまだ完了していません。
WAITING FOR CHILDREN ONLINE - リソースはオンライン化されますが、このリソースは他のオフラ
インリソースに依存しています。 すべての子リソースがオンラインになると、waiting to go online に遷
移します。
WAITING TO GO OFFLINE - リソースをオフラインにするようエージェントに通知がありましたが、処
理がまだ完了していません。
WAITING TO GO OFFLINE（propagate） - 上の値と同じです。ただし、オフラインになった後、依存
している子リソースもオフラインとなります。
WAITING TO GO ONLINE（reverse） - リソースがオンラインになるのを待っています。ただし、オンラ
イン後である場合は、オフラインに遷移中です。通常、リソースの状態が WAITING TO GO ONLINE
の間に offline コマンドを発行するとこの結果になります。
WAITING TO GO OFFLINE（path）- リソースをオフラインにするようエージェントに通知がありました
が、処理がまだ完了していません。 手順が完了すると、依存関係のツリーのパスのメンバーであるリソー
スの子もオフラインになります。
WAITING TO GO OFFLINE（reverse） - リソースがオフラインになるのを待っています。ただし、オフ
ライン後である場合は、オンラインに遷移中です。 通常、リソースの状態が WAITING TO GO OFFLINE
の間に online コマンドを発行するとこの結果になります。
WAITING TO GO ONLINE（reverse/path） - リソースがオンラインになるのを待っています。ただし、
オンライン後である場合は、オフラインになります。 リソースは、WAITING TO GO OFFLINE（path）に
遷移します。 通常、リソースの状態が WAITING TO GO ONLINE の間に子リソースで障害が発生す
るとこの結果になります。
WAITING FOR PARENT OFFLINE - 親リソースがオフラインになるのを待っています。 親がオフライ
ンの場合、リソースはオフラインになります。

メモ: この属性は整数型の値をとりますが、コマンドラインではテキストで値が表現されます。
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リソース属性

説明

IState

WAITING TO GO ONLINE（reverse/propagate） - 上の値と同じです。ただし、リソースはオフライン
操作を伝播します。

（システムのみ使用）

移行操作の元のシステムの IState:
■

■

■

WAITING FOR OFFLINE VALIDATION（migrate） - この状態は元のシステムのリソースに適用
可能であり、移行操作が受け入れられ、移行が可能かどうか VCS が検証していることを示します。
WAITING FOR MIGRATION OFFLINE - この状態は元のシステムのリソースに適用可能であり、
移行操作が元のシステムで前提条件チェックと検証に合格していることを示します。
WAITING TO COMPLETE MIGRATION –この状態は元のシステムのリソースに適用可能であ
り、移行処理が元のシステムで完了し、リソースがターゲットシステムでオンラインになるのを VCS
エンジンが待機していることを示します。

移行操作のターゲットシステムの IState:
■

■

■

WAITING FOR ONLINE VALIDATION（migrate） - この状態はターゲットシステムのリソースに適
用可能であり、移行操作が受け入れられ、移行が可能かどうか VCS が検証していることを示しま
す。
WAITING FOR MIGRATION ONLINE - この状態はターゲットシステムのリソースに適用可能で
あり、移行操作が元のシステムで前提条件チェックと検証に合格していることを示します。
WAITING TO COMPLETE MIGRATION（online）– この状態はターゲットシステムのリソースに適
用可能であり、移行処理が元のシステムで完了し、リソースがターゲットシステムでオンラインになる
のを VCS エンジンが待機していることを示します。

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 1
NOT WAITING

LastOnline

リソースが前回オンラインだったシステム名を示します。VCS がこの属性に値を設定します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

MonitorMethod

リソースを監察するためにエージェントが使う監視方法を指定します。

（システムのみ使用）

■

Traditional - ポーリングベースのリソース監視

■

IMF - インテリジェントなリソース監視

p.40 の 「リソースの監視について」 を参照してください。
データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: Traditional
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リソース属性

説明

MonitorOnly

リソースをオンラインまたはオフラインにできるかどうかを指定します。0（無効）を設定した場合、リソー
スはオンラインまたはオフラインにできます。1（有効）を設定した場合、リソースは監視のみ可能となり
ます。

（システムのみ使用）

メモ: この属性は、コマンド hagrp -freeze を使って変更します。

MonitorTimeStats
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

有効キーは、Average と TS です。Average は、Frequency 属性で定義したポーリング間隔の間に、
monitor 関数の実行に要した平均時間です。 TS は、エンジンがリソースの Average 値を更新したと
きの更新日時です。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: Average = 0
TS = ""

名前（Name）

リソースの実際の名前を含んでいます。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

Path
（システムのみ使用）

リソースに障害が発生した場合、サーバーでそのサービスグループをオフラインにする際の依存関係
ツリーの一部であると認識した場合、1（有効）を設定します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

Probed

エージェントが monitor 関数を実行して、リソースの状態を判別できるかどうかを示します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
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説明

ResContainerInfo

コンテナとともにリソースを使えるかどうかを指定します。 この属性には次の値を指定します。

（ユーザー定義）

■

Name: コンテナの名前。

■

Type: コンテナのタイプ。この値は Zone に設定できます。

■

Enabled: コンテナを有効にする場合は値を 1 に指定します。コンテナを無効にする場合は値を 0
に指定します。物理コンピュータから仮想マシンへのフェールオーバーおよび仮想マシンから物理
コンピュータへのフェールオーバーを有効にするには、値を 2 に指定します。Enabled キーに値
2 を使う方法について詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions
仮想化ガイド』を参照してください。

この属性の値は、システムごとに設定できます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: {}

指定したサービスグループについては、グループの ContainerInfo 属性とグループ内のリソースの
ResContainerInfo 属性のいずれかを設定できます。 ResContainerInfo は、次の条件が満たされる
場合にのみ変更できます。
■

ContainerInfo がリソースのサービスグループ向けにローカライズされていません。

■

ContainerInfo が設定されていないか、または Name キーがリソースのサービスグループに対して
空の文字列に設定されています。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。
リソースに RunInContainer または PassCInfo が設定されています。
p.799 の 「リソースタイプ属性」 を参照してください。

■

メモ: main.cf でリソースの ResContainerInfo を定義する場合は、main.cf で対応するサービス
グループの ContainerInfo は定義しないでください。 両方とも定義すると、ResContainerInfo は考慮
されず、代わりに ContainerInfo が使用されます。
ResourceInfo
（システムのみ使用）

この属性には次の 3 つのキーが事前に設定されています。State: Valid、Invalid または Stale。 Msg:
エージェントフレームワークによる標準出力に関するリソースの info エージェント関数の出力。 TS: エー
ジェントフレームワークによって ResourceInfo 属性が更新された日時
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト:
State = Valid
Msg = ""
TS = ""
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リソース属性

説明

ResourceOwner

この属性は、VCS の電子メール通知機能とログ機能に使います。 VCS は、リソースに関連するイベン
トが発生すると、この属性で指定された担当者に電子メールで通知します。 VCS はほとんどのイベン
トをログに記録しますが、すべてのイベントが通知をトリガするとは限らないことに注意してください。 ま
た、VCS は特定のイベントの発生時にオーナー名を記録します。

（ユーザー定義）

NotifierMngr エージェントの SmtpRecipients 属性で定義された 1 人以上の受信者または
ResourceOwner に送信する通知の重要度レベルを必ず設定してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

■

例: "jdoe@example.com"

ResourceRecipients この属性は VCS の電子メール通知に使われます。VCS は、リソースに関するイベントが発生した場合
やイベントの重要度レベルが属性で指定したレベルと同じかそれより大きくなった場合に、この属性で
（ユーザー定義）
指定した人物に電子メール通知を送信します。
NotifierMngr エージェントの SmtpRecipients 属性で定義された 1 人以上の受信者または
ResourceRecipients に送信する通知の重要度レベルを必ず設定してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

電子メール ID: 通知の受信者として登録されているユーザーの電子メールアドレス。
重要度: 通知を必ず送信する最低重要度レベル。

Signaled

リソースの経過を示します。サービスグループをオンライン、またはオフラインにする場合に使います。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

Start
（システムのみ使用）

システム上でリソースが起動された（リソースをオンラインにするプロセスが開始された）かどうかを示し
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
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説明

状態（State）

リソースおよびリソースに関連付けられているフラグの状態を表示します （フラグは Flags 属性にも定
義されます）。 この属性と Flags 属性は、リソースの最新の状態を総合的に表します。値:

（システムのみ使用）

ONLINE
OFFLINE
FAULTED
OFFLINE|MONITOR TIMEDOUT
OFFLINE|STATE UNKNOWN
OFFLINE|ADMIN WAIT
ONLINE|RESTARTING
ONLINE|MONITOR TIMEDOUT
ONLINE|STATE UNKNOWN
ONLINE|UNABLE TO OFFLINE
ONLINE|ADMIN WAIT
FAULTED|MONITOR TIMEDOUT
FAULTED|STATE UNKNOWN
FAULTED のリソースは、予期しない原因であっても物理的にはオフラインとなります。

メモ: この属性は整数型の値をとりますが、コマンドラインではテキストで値が表現されます。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0
TriggerEvent

Events のオンまたはオフを切り替えるフラグです。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
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説明

TriggerPath

トリガパスをカスタマイズできます。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

トリガが有効になってもサービスグループレベルとリソースレベルのトリガパスが ""（デフォルト）である場
合、VCS は $VCS_HOME/bin/triggers ディレクトリからトリガを呼び出します。
TriggerPath 値は、大文字と小文字が区別されます。 VCS は、トリガパスの値の先頭または末尾のス
ペースを取り除きません。パスの先頭または末尾にスペースが含まれていると、トリガの実行に失敗す
る可能性があります。指定するパスは $VCS_HOME とサービスグループについて定義されたトリガパ
スに対して相対的です。
次の書式でパスを指定します。
ServiceGroupTriggerPath/Resource/Trigger
サービスグループ sg1 の TriggerPath が mytriggers/sg1 でリソース res1 の TriggerPath が "" の場
合、トリガスクリプトを $VCS_HOME/mytriggers/sg1/res1 ディレクトリに格納する必要があります。 た
とえば、resstatechange トリガスクリプトは $VCS_HOME/mytriggers/sg1/res1 ディレクトリに格納しま
す。 1 つのサービスグループのすべてのリソースのトリガは、もっと簡単な方法で管理できます。
前の例で、リソース res1 の TriggerPath が mytriggers/sg1/vip1 の場合、トリガスクリプトは
$VCS_HOME/mytriggers/sg1/vip1 ディレクトリに格納する必要があります。 たとえば、resstatechange
トリガスクリプトは $VCS_HOME/mytriggers/sg1/vip1 ディレクトリに格納します。
リソースレベルの TriggerPath 値を変更しても、サービスグループレベルの TriggerPath 値は変更さ
れません。 同様に、サービスグループレベルで TriggerPath 値を変更しても、リソースレベルの
TriggerPath 値は変更されません。
TriggerResRestart

リソースが再起動した場合に resrestart トリガを呼び出すかどうを指定します。

（ユーザー定義）

p.543 の 「resrestart イベントトリガについて」 を参照してください。
この属性がグループレベルで有効の場合、resrestart トリガはリソースレベルのこの属性の値とは関係
なく呼び出されます。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。

TriggerResState
Change
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0（無効）

リソースで状態が変化した場合に resstatechange トリガを呼び出すかどうかを決定します。
p.544 の 「resstatechange イベントトリガについて」 を参照してください。
この属性がグループレベルで有効の場合、resstatechange トリガはリソースレベルのこの属性の値と
は関係なく呼び出されます。
p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0（無効）
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リソース属性

説明

TriggersEnabled

特定のトリガを有効にするかどうかを指定します。

（ユーザー定義）

トリガはデフォルトでは無効になります。特定のトリガをすべてのノードで有効にすることもできますし、
選択したノードでのみ有効にすることもできます。 有効な値は RESFAULT、RESNOTOFF、
RESSTATECHANGE、RESRESTART、RESADMINWAIT です。
特定のノードでトリガを有効にするには、次の形式でトリガキーを追加します。
TriggersEnabled@node1 = {RESADMINWAIT, RESNOTOFF}
resadminwait トリガと resnotoff トリガは node1 で有効です。
クラスタ内のすべてのノードでトリガを有効にするには、次の形式でトリガキーを追加します。
TriggersEnabled = {RESADMINWAIT, RESNOTOFF}
resadminwait トリガと resnotoff トリガはすべてのノードで有効です。

利用率
（エージェント定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: {}

仮想マシンエージェントは、仮想マシンの CPU とメモリの必要条件を判断して仮想マシンリソースのこ
の属性値を設定します。CPU は vCPU の数で測定し、メモリは MB または GB で測定します。 これ
は一時属性であり、main.cf ファイルには存在しません。

メモ: 仮想マシンエージェントのリソースを指定して Utilization 属性を測定し、設定します。対象の物
理サーバーの判定に影響する場合があるのでこの属性は編集しないでください。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

リソースタイプ属性
リソースタイプの一部の静的属性は無効化が可能です。
p.155 の 「リソースタイプの静的属性の無効化」 を参照してください。
次に示す属性について詳しくは、『Symantec Cluster Server エージェント開発者ガイ
ド』のエージェントパラメータの設定に関する章を参照してください。
表 D-2 にリソースタイプ属性の一覧を示します。
リソースタイプ属性

表 D-2
リソースタイプ属性

説明

ActionTimeout

Action 関数のタイムアウト値。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 30 秒
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リソースタイプ属性

説明

AdvDbg

拡張デバッグのアクティブ化を有効にします。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: 適用不可能

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

VCS エージェントプロセスのスケジュールクラスを指定します。

（ユーザー定義）

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: TS

■

AgentDirectory

エージェントバイナリとスクリプトがあるディレクトリのパスを入力します。

（ユーザー定義）

エージェントは次のディレクトリでバイナリとスクリプトを検索します。
■

AgentDirectory 属性で指定したディレクトリ

■

/opt/VRTSvcs/bin/type/

■

/opt/VRTSagents/ha/bin/type/

前のディレクトリがいずれも存在しない場合、エージェントは開始しません。
この属性を AgentFile 属性と組み合わせて使って、別の場所またはエージェントの別のバイ
ナリを指定します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは "" です。

AgentFailedOn

このリソースタイプのエージェントに障害が発生したシステムのリストです。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: 適用不可能

AgentFile
（ユーザー定義）

エージェントバイナリの名前とパスを入力します。この属性に値を指定しない場合、
AgentDirectory 属性で定義したパスにあるエージェントバイナリを VCS は使います。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは "" です。
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説明

AgentPriority

エージェントプロセスを実行するときの優先度を指定します。

（ユーザー定義）

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。
■

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
デフォルト: 0
AgentReplyTimeout
（ユーザー定義）

AgentStartTimeout
（ユーザー定義）

AlertOnMonitorTimeouts
（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

エージェントを再起動する前に、エージェントから送られるハートビートを受信するために、エ
ンジンが待機する秒数です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 130 秒

エージェントの起動後、エージェントを再起動する前に、エンジンがエージェントから最初の
「ハンドシェーク」が成立するまで、待機する秒数です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 60 秒

この属性で指定されている値またはその倍数の値の回数だけモニタがタイムアウトすると、
VCS はユーザーに SNMP 通知を送信します。この属性をある値（たとえば N）に設定した
場合、最初のモニタタイムアウトで通知を送信した後、2 回目の通知に対する最初のモニタ
タイムアウトを含めてモニタタイムアウトが N 回連続するごとに、VCS は SNMP 通知を送信
します。
AlertOnMonitorTimeouts を 0 に設定すると、VCS は最初のモニタタイムアウトに対しての
み SNMP 通知をユーザーに送信します。モニタが正常に戻るまでの以降のモニタタイムア
ウトについては、VCS はそれ以上の通知をユーザーに送信しません。
AlertOnMonitorTimeouts 属性を FaultOnMonitorTimeouts 属性と組み合わせて使用する
と、VCS で設定されているグループのリソースのモニタタイムアウト時の動作を制御できます。
サービスグループのすべてのリソースに対して FaultOnMonitorTimeouts を 0 に設定し、
AlertOnMonitorTimeouts を何らかの値に設定すると、そのサービスグループで設定されて
いるリソースに対しては VCS はモニタタイムアウト時に何も処理を実行せず、
AlertOnMonitorTimeouts 属性で設定されている頻度での通知の送信だけを行います。

ArgList
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

open、close、online、offline、monitor、clean、info、action 関数に値が渡される、属性の順
序付きリストです。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル

■

デフォルト: 適用不可能
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説明

AttrChangedTimeout

attr_changed 関数の処理は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があ
り、完了しない場合は終了します。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 60 秒

AvailableMeters

システムリソースを測定するためにリソースタイプのエージェントがサポートする測定対象のリ
スト。例: CPU、メモリなど。

（システムのみ使用）

AvailableMeters 属性値を上書きすることも、VCS を実行しているときに値を変更することも
できません。
types.cf ファイルでこの属性値を設定できます。
デフォルト: str AvailableMeters{} = { SCPU="", SMem="" }
CleanRetryLimit
（ユーザー定義）

リソースを ADMIN_WAIT 状態に移行する前に clean 機能を再試行する回数です。 0 に設
定すると clean は無限に再試行されます。
この属性の有効な値は 0 から 1024 までの範囲です。

CleanTimeout
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

clean 関数の処理は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があり、完了
しない場合は終了します。

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 60 秒

CloseTimeout

close 関数の処理は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があり、完了
しない場合は終了します。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 60 秒

ConfInterval

指定した時間（秒単位）、リソースがオンライン状態を継続した場合、前回の障害と再起動の
試行は、エージェントによって無視されます （詳しくは ToleranceLimit 属性および
RestartLimit 属性を参照してください）。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 600 秒
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説明

ContainerOpts

リソースを制御するエージェントに渡す情報を指定します。 これらの値はサービスグループ
の ContainerInfo 属性が設定されている場合にのみ有効です。

（システムのみ使用）

■

■

EPClass
（ユーザー定義）

RunInContainer
RunInContainer キーの値が 1 のとき、そのリソースのエージェント関数（エントリポイント）
はローカルコンテナの内部で動作します。
RunInContainer キーの値が 0 である場合、そのリソースのエージェント関数（エントリポ
イント）はローカルコンテナの外部で実行されます（グローバル環境内）。
PassCInfo
PassCInfo キーの値が 1 である場合、エージェント関数はサービスグループの
ContainerInfo 属性で定義されるコンテナの情報を受け取ります。 たとえば、この値を
使ってコンテナ名をエージェントへ渡すことができます。 PassCInfo キーの値が 0 であ
る場合、エージェント関数はサービスグループの ContainerInfo 属性で定義されるコン
テナの情報を受け取りません。

online エージェント機能（エントリポイント）以外のエントリポイントのスケジュールクラスを、エ
ントリポイントが C かスクリプトかに関係なく制御できます。
この属性の有効な値は次のとおりです。
■

RT（リアルタイム）

■

TS（タイムシェアリング）

■

SHR

■

-1 - VCS でエントリポイントのスケジュールクラスの制御にこの属性を使わないことを示し
ます。

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: -1

■
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説明

EPPriority

online エントリポイント以外のエージェント関数（エントリポイント）のスケジュール優先度を制
御できます。 この属性は、エントリポイントが C かスクリプトかに関係なくエージェント関数の
優先度を制御します。

（ユーザー定義）

この属性の有効な値は次のとおりです。
■

■

■

0 - オペレーティングシステムでの、EPClass 属性で指定される設定済みスケジュールク
ラスのデフォルト優先度の値です。
0 より大きい - オペレーティングシステムでのデフォルト優先度よりも大きい値です。 この
属性には 0 より大きい値を設定することを推奨します。システムの負荷が高ければ高い
ほど、この値を大きくする必要があります。
-1 - VCS でエントリポイントのスケジュール優先度の制御にこの属性を使わないことを示
します。

次に例を示します。
■

■

■

EPClass 属性を TS に、EPPriority 属性の値を 0 に設定すると、エントリポイントのベー
ス優先度は、オペレーティングシステムによって設定されるデフォルト値である 59 に設定
されます。
EPClass 属性を TS に、EPPriority 属性の値を -20 に設定すると、エントリポイントのス
ケジュール優先度は 39（ベース値 59 と設定値 -20 の和）になります。
EPClass 属性を RT に、EPPriority 属性の値を 0 に設定すると、エントリポイントのベー
ス優先度はオペレーティングシステムによって 100 に設定されます。

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: -1

■

ExternalStateChange
（ユーザー定義）

VCS の制御外でリソースが意図的にオンラインまたはオフラインになったとき、VCS がサー
ビスグループの状態をどのように処理するのかを定義します。

メモ: この属性による設定は、

属性は次の値をとることができます。

一時的に無効にできます。

OnlineGroup: 設定済みアプリケーションが VCS の制御外で開始された場合、VCS は対応
するサービスグループをオンラインにします。
OfflineGroup: 設定済みアプリケーションが VCS の制御外で停止された場合、VCS は対応
するサービスグループをオフラインにします。
OfflineHold: 設定済みアプリケーションが VCS の制御外で停止された場合、VCS は対応
する VCS リソースの状態をオフラインにします。VCS が親リソースまたはサービスグループ
をオフラインにすることはありません。
OfflineHold および OfflineGroup は、互いに排他的です。
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説明

FaultOnMonitorTimeouts

この属性に定義した回数、monitor エントリポイントがタイムアウトした場合、clean 関数を実
行して対象リソースを停止させます。 その後、RestartLimit 属性の設定に応じて、リソースの
状態を FAULTED とするか、再起動を実行します。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

FaultPropagation
（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

FireDrill
（ユーザー定義）

この属性に 0 を設定した場合、monitor エントリポイントがタイムアウトしてもリソースの障害と
は見なされません。1 や 2 などの小さい値を設定した場合、特に負荷のかかっているシステ
ムでシステムリソース不足が原因で monitor がタイムアウトしたとしても、リソース障害と判断
する可能性があります。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 4

VCS が、リソースに障害が発生した場合に親リソースにも障害を伝播してサービスグループ
全体をオフラインにするかどうかを指定します。
値 1 は、グループの AutoFailOver 属性を 1 に設定している場合にリソースエラーが起きた
ときに、VCS がサービスグループをフェールオーバーすることを示します。値 0 は、リソース
エラーが起きたときに Critical 属性の値に関係なく VCS が他のリソースをオフラインにしな
いことを示します。サービスグループは、リソースに障害が起きた場合にフェールオーバーし
ません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

このリソースタイプでファイアドリルを有効にするかどうかを指定します。各値の説明を以下に
示します。
■

0: ファイアドリルを無効にする

■

1: ファイアドリルを有効にする

この属性は変更できます。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
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説明

IMF

IMF 対応のエージェントがインテリジェントなリソース監視を実行する必要があるかどうかを指
定します。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

一時的に無効にできます。

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
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。
インテリジェントなリソース監視に加えてポーリングベースのリソース監視をエージェントが
実行する必要がある場合、この属性をゼロ以外の値に設定できます。 エージェント固有
の推奨事項については、『Symantec 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。
■

■

リソースが IMF 通知モジュールに登録した後、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
IMF 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て、リ
ソースを IMF 通知モジュールに登録します。 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。

IMFRegList

値が IMF 通知モジュールに登録される属性の順序付きリストです。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル

■

デフォルト: 適用不可能
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説明

InfoInterval

特定のリソースタイプで状態が ONLINE のリソースについて、エージェントフレームワークが
定期的に info 関数を実行する間隔を秒単位で定義します。

（ユーザー定義）

0 を設定した場合、info 関数の定期的な実行は行われません。 info 関数を手動で実行する
場合は、hares -refreshinfo コマンドを実行します。 たとえば、あるリソースタイプ属性
で、この属性値に 30 を設定した場合、そのリソースタイプで、状態が ONLINE であるすべ
てのリソースについて、30 秒ごとに info 関数が実行されます。

IntentionalOffline
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

設定済みアプリケーションが、VCS 制御外で意図的に停止されたときの VCS の対応を定
義します。
VCS 制御外での意図的なオフラインの検出をサポートするエージェントにこの属性を追加し
ます。意図的オフライン機能は、V51 以降で登録されたエージェントで利用できます。
値 0 は、サポート対象のリソースが VCS 制御外でオフラインにされたとき、障害を登録して
サービスグループのフェールオーバーを開始することを示します。
値 1 は、対応するアプリケーションが VCS の制御外で停止されたとき、VCS がリソースをオ
フラインにすることを示します。

InfoTimeout
（ユーザー定義）

LevelTwoMonitorFreq
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

info 関数のタイムアウト値。 指定時間内に関数が完了しない場合、エージェントフレームワー
クは、この info 関数のスレッドを強制終了させます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 30 秒

このリソースタイプのエージェントが第 2 レベル、つまり詳細な監視を実行する必要がある頻
度を指定します。
データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: 0

LogDbg
（ユーザー定義）

リソースタイプ、またはエージェントフレームワークに対して、デバッグレベルを定義します。
DBG_1 から DBG_21 のキーを使ってこのエージェント関数にデバッグレベルを定義しま
す。エージェントフレームワークからのデバッグメッセージは、デバッグのレベルを示す
DBG_AGINFO、DBG_AGDEBUG、DBG_AGTRACE とともにログに記録されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: {} (なし)

VCS 6.2 以降のリリースでは、LogDbg 属性を変更できます。LogDbg 属性を使ってリソー
スレベルで DBG_AGINFO、DBG_AGTRACE、DBG_AGDEBUG の重要度を設定できま
すが、これらのレベルはエージェントタイプに固有なので影響はありません。LogDbg 属性を
使ってリソースレベルで DBG_1 から DBG_21 までの間の値に設定することを推奨します。
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説明

LogFileSize

エージェントログのファイルサイズをバイト単位で定義します。最小値は 64 KB です。最大値
は 134217728 バイト（128 MB）です。

（ユーザー定義）

LogViaHalog
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 33554432（32 MB）

設定した値に基づいて、エージェントログファイルやエンジンログファイルそれぞれに記録す
るすべてのエントリポイントのログを有効にします。
■

0: エージェントのログをそれぞれのエージェントログファイルに記録する

■

1: halog コマンドを使って C/C++ エントリポイントのログをエージェントログファイルに記
録し、スクリプトエントリポイントのログをエンジンログファイルに記録します。

種類: ブール - スカラー
デフォルト: 0
MeterControl
（ユーザー定義）

Meters 属性で指定したキーの測定と予測が完了するまでの期間を示します。この属性は変
更することも、実行時に値を修正することもできません。それぞれのエージェントの type.cf
ファイルでこの属性値を設定できます。
すべての ForecastCycle で、余分なフラグを meter エントリポイントに渡して予測を実行し
ます。 この属性は次のキーを含んでいます。
■

■

MeterInterval: 測定をサポートするエージェントが実行する秒単位の測定頻度。値を 600
に設定すると、エージェントは 600 秒ごとに meter エントリポイントを呼び出し、VCS エ
ンジンにシステムのリソース使用率データを送信します。
ForecastCycle: 利用可能な容量の予測を実行した後に測定を実行するサイクル。
MeterInterval の値が 60 秒で ForecastCycle の値が 5 秒の場合は、300 秒ごとに予
測を実行します。

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: static int MeterControl{} = { MeterInterval=600, ForecastCycle=0 }

MeterEnabled

値を 1 に設定したノードでのみリソースの測定を実行します。この属性は編集できません。

（システムのみ使用）

次に、どのようにノードで測定を実行するかについて説明します。

■

リソースがすべてのノードでオフラインの場合はシステムリストの最下位ノードで測定を実
行します。
リソースが 1 つのノードでのみオンラインの場合はそのノードで測定を実行します。

■

リソースが複数のノードでオンラインの場合は最下位ノードでのみ測定を実行します。

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

■
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MeterRegList

MeterRegList は属性の順序付きリストです。MeterRegList や MeterRegList で定義した任
意の属性を変更すると、meter エントリポイントをすぐに呼び出します。リソースレベルでこの
属性を変更することはできません。

（ユーザー定義）

MeterRetryLimit
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル

■

デフォルト: static str MeterRegList[] = { LDomName, CfgFile, NumCPU, Memory }

meter 操作が成功する前に再試行することができる回数を定義します。MeterRetryLimit が
0 に設定されている場合、再試行の数に制限がありません。この属性がゼロ以外の値に設定
され、meter のエントリポイントが指定された試行回数後に失敗すると、そのリソースの測定
は無効になります。
リソースレベルでこの属性を変更できます。
デフォルト: 10
次のいずれかの方法で、測定を再度有効にできます。
■

次のコマンドを使用して、MeterRetryLimit 属性値を高い値に増やすことをお勧めしま
す。
MeterRetryLimit がタイプ レベルで定義されている場合、以下を入力します。
hatype –modify type_name MeterRetryLimit new_value
MeterRetryLimit がリソースレベルで無効にされている場合、以下を入力します。
hares –modify res_name MeterRetryLimit new_value

■

次のコマンドを使用して、リソースを再び有効にします。
hares –modify res_name Enabled 0
hares –modify res_name Enabled 1

Meters
（ユーザー定義）

測定を実行できるリソースを含むサービスグループのフェールオーバーの判定に基づいて
測定を定義します。属性キーは、HostMeters （クラスタ属性）と AvailableMeters （タイプレ
ベル）属性の共通集合のサブセットである必要があります。リソースレベルでこの属性を変更
することも、実行時に修正することもできません。types.cf ファイルでこの属性の値を設定
できます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: static keylist Meters = { SCPU, SMem } Example:{ SCPU }

MeterTimeout

meter エントリポイントが完了するまでの最大時間。値は秒単位です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 300

■

例: 900
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MigrateWaitLimit

移行手順の完了後、リソースが移行するのを待機する監視間隔の数。MigrateWaitLimit は、
移行操作が移行元ノードのリソースをオフラインにして移行先ノードのリソースをオンラインに
するので移行元と移行先のノードに適用できます。移行手順の完了後に移行元ノードのリ
ソースがオフラインになるのを待機する監視間隔の数値と、移行元ノードのリソースがオフラ
インになった後に移行先ノードのリソースがオンラインになるのを待機する監視間隔の数値と
して MigrateWaitLimit を定義することもできます。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 2

メモ: この属性による設定は、一時的に無効にできます。
手動で起動されるプローブは、MigrateWaitLimit が設定されていて、リソースが移行するの
を待っている間に数えられます。たとえば、リソースの MigrateWaitLimit が 5 に設定され、
MonitorInterval が 60（秒）に設定されている場合、リソースは最大で 5 監視間隔（5 × 60）
だけ待機し、MigrateWaitLimit 内の 5 回の監視すべてでリソースをソースノードでオンライ
ンとして報告した場合、ADMIN_WAIT フラグを設定します。別のプローブを実行した場合、
リソースは 4 監視間隔（4 × 60）だけ待機し、4 回目の監視で状態をソースでオフラインと報
告しない場合、ADMIN_WAIT フラグを設定します。この手順は 5 つの完全なサイクルで繰
り返されます。同様に、リソースが MigrateWaitLimit 内の状態がオンラインに移行しない場
合は、ADMIN_WAIT フラグを設定します。
MigrateTimeout
（ユーザー定義）

移行手順は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があり、完了しない場
合は終了します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 600 秒

メモ: この属性による設定は、一時的に無効にできます。
MonitorInterval
（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

状態が online のリソース、または ONLINE へ遷移中のリソースに対して連続して行われる
monitor エントリポイント実行間隔を秒単位で定義します。

メモ: メモ: MultiNICB タイプに対するこの属性の値は、IPMultiNICB タイプに対するこの属
性の値よりも小さくする必要があります。 詳しくは、『Symantec 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。
同じタイプのリソースが多数存在するクラスタで、この属性値の値が小さい場合、VCS は頻
繁に monitor を実行することになるため、処理速度に影響が出ることがあります。値が大きい
場合、障害の発生したリソースの検出に時間がかかる可能性があります。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 60 秒
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MonitorStatsParam

監視時間の統計計算に必要なパラメータ値を格納します。

（ユーザー定義）

static str MonitorStatsParam = {Frequency = 10,
ExpectedValue = 3000, ValueThreshold = 100,
AvgThreshold = 40}
Frequency: 監視サイクルの平均時間を計算してエンジンに送信するまでの監視サイクルの
数。 この属性を設定する場合は、1 から 30 までの値に設定する必要があります。値が 0 の
場合は、監視サイクル時間が計算できないことを示します。デフォルトは 0 です。
ExpectedValue: このタイプのすべてのリソースに対して予測される監視時間（ミリ秒）。デフォ
ルトは 100 です。
ValueThreshold: 期待監視サイクル時間（ExpectedValue）と実際の監視サイクル時間との
許容差（%）。デフォルトは 100 です。
AvgThreshold: 監視サイクル時間の基準平均と移動平均の間の許容差（%）。デフォルトは
40 です。

MonitorTimeout
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: パラメータごとに異なる値

monitor 関数の処理は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があり、完
了しない場合は終了します。

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 60 秒

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセスで使われるスレッド数です。この属性で定義
された数は、他の内部の目的で使うスレッドを含みません。

（ユーザー定義）

エージェントが管理しているリソース数が NumThreads 値以下の場合は、エージェントにちょ
うど同数のスレッドが作成されます。ここでリソースをさらに追加してもサービススレッドが作成
されません。リソースを削除するとサービススレッドは終了します。つまり、NumThreads を 1
に設定すると、リソースカウントにかかわらずエージェントは 1 つのサービススレッドのみを使
うように強制します。エージェントのフレームワーク上の制限で、この属性の最大値は 30 と
なっています。

OfflineMonitorInterval
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 10

状態が OFFLINE のリソースに対する monitor エントリポイントを実行する間隔を秒数で定
義します。 0 に設定した場合、OFFLINE 状態のリソースは監視されません。

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 300 秒
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説明

OfflineTimeout

offline 関数の処理は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があり、完了
しない場合は終了します。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 300 秒

OfflineWaitLimit

オフラインプロシージャが完了してから、リソースがオフラインになるまで待機する監視間隔
の数を定義します。リソースがオフラインとなるのに、時間を要する場合は、この属性値を大
きくします。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

OnlineClass
（ユーザー定義）

手動で起動されるプローブは、OfflineWaitLimit が設定されていて、リソースがオフラインに
なるのを待っている間に数えられます。たとえば、リソースの OfflineWaitLimit が 5 に設定さ
れている場合、MonitorInterval は 60 に設定されます。リソースは 5 監視間隔（5 × 60）の
最大だけ待機し、OfflineWaitLimit 内の 5 回すべての監視でリソースをオンラインとして報
告する場合、clean エージェント関数を呼び出します。ユーザーがプローブを実行した場合、
リソースは 4 監視間隔（4 × 60）だけ待機し、4 回目の監視で状態をオフラインと報告しない
場合、clean エージェント関数を呼び出します。ユーザーが別のプローブを実行した場合、
さらにもう 1 回の監視サイクルが消費されて、リソースは 3 監視間隔（3 × 60）だけ待機し、3
回目の監視が状態をオフラインと報告しない場合、clean エージェント関数を呼び出します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

オンラインエージェント関数（エントリポイント）のスケジュールクラスを制御できます。この属性
はエントリポイントが C かスクリプトかに関係なくクラスを制御します。
この属性の有効な値は次のとおりです。
■

RT（リアルタイム）

■

TS（タイムシェアリング）

■

SHR

■

-1 - VCS でエントリポイントのスケジュールクラスの制御にこの属性を使わないことを示し
ます。

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: -1

■
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OnlinePriority

オンラインエージェント関数（エントリポイント）のスケジュール優先度を制御できます。この属
性はエントリポイントが C かスクリプトかに関係なく優先度を制御します。

（ユーザー定義）

この属性の有効な値は次のとおりです。
■

■
■

0 - オペレーティングシステムでの、OnlineClass 属性で指定される設定済みスケジュー
ルクラスのデフォルト優先度の値です。
OnlinePriority 属性の値は 0 に設定することを推奨します。
0 より大きい - オペレーティングシステムでのデフォルト優先度よりも大きい値です。
-1 - VCS でエントリポイントのスケジュール優先度の制御にこの属性を使わないことを示
します。

次に例を示します。
■

■

■

OnlineClass 属性を TS に、OnlinePriority 属性の値を 0 に設定すると、エントリポイン
トのベース優先度は、オペレーティングシステムによって設定されるデフォルト値である
59 に設定されます。
OnlineClass 属性を TS に、OnlinePriority 属性の値を -20 に設定すると、エントリポイ
ントのスケジュール優先度は 39（ベース値 59 と設定値 -20 の和）になります。
OnlineClass 属性を RT に、OnlinePriority 属性の値を 0 に設定すると、エントリポイン
トのベース優先度はオペレーティングシステムによって 100 に設定されます。

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: -1

■

OnlineRetryLimit
（ユーザー定義）

リソースをオンラインにできなかった場合に、ONLINE 操作を再試行する回数です。エージェ
ントに clean 操作が実装されている場合のみ、この属性は有効です。

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 0

OnlineTimeout

online 関数の処理は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があり、完了
しない場合は終了します。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 300 秒
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説明

OnlineWaitLimit

online エントリポイントの完了後、リソースがオンラインになるまで実行される MonitorInterval
の回数を定義します。リソースがオンラインとなるのに、時間を要する場合は、この属性値を
大きくします。

（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

OpenTimeout
（ユーザー定義）

ユーザーが実行した各プローブコマンドは、1 回の監視間隔として考慮されます。たとえばリ
ソースの OnlineWaitLimit が 5 に設定されるとします。これは、5 回の監視間隔後にリソース
が障害状態になるということを意味します。ユーザーがプローブを起動すると、4 回目の監視
で状態がオンラインであると報告されなければ、4 つの監視サイクルの後でリソースに障害が
発生します。ユーザーがもう一度プローブを起動すると、監視サイクルがさらに 1 回消費さ
れ、3 回目の監視で状態がオンラインであると報告されなければ、リソースに障害が発生しま
す。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 2

open 関数の処理は、このパラメータに指定した時間（秒数）内に完了する必要があり、完了
しない場合は終了します。

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 60 秒

操作

このリソースタイプのリソースの操作を定義します。値は、OnOnly（オンラインのみ）、OnOff
（オンライン、オフラインともに可）、None（オンライン、オフラインともに不可）のいずれかで
す。

（ユーザー定義）

RestartLimit
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: OnOff

予期せぬ原因でリソースがオフラインになり、VCS がリソースを FAULTED と認定する前に、
リソースをオンラインにしようと試行する回数です。

メモ: この属性による設定は、

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

一時的に無効にできます。

■

デフォルト: 0

ScriptClass

エージェントによって作成されたスクリプトプロセス（online など）のスケジュールクラスを指定
します。

（ユーザー定義）

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: -1

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: TS

■
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ScriptPriority

エージェントによって作成されたスクリプトプロセスの優先度を指定します。

（ユーザー定義）

VCS でスケジュールクラスと優先度を設定するには、次の属性セットのどちらか一方のみを
使います。

■

AgentClass、AgentPriority、ScriptClass、ScriptPriority
または
OnlineClass、OnlinePriority、EPClass、EPPriority

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 0

■

SourceFile

設定ファイルを定義します。main.cf ではこの属性を設定しないでください。

（ユーザー定義）

この属性を設定するコマンドを実行する前に、パスがすべてのノード上に存在することを確認
します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: .¥types.cf

SupportedActions

リソースタイプの有効なアクショントークン。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル

■

デフォルト: {}

SupportedOperations
（ユーザー定義）

リソースタイプまたはエージェントに対する追加の操作を示します。migrate キーワードのみ
がサポートされます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: {}

移行をサポートするリソースタイプの例は、LDom（論理ドメイン）です。
ToleranceLimit
（ユーザー定義）

メモ: この属性による設定は、
一時的に無効にできます。

リソースがオンラインになった後、monitor 関数が急にリソースの状態として OFFLINE と返
した場合、その OFFLINE を何回連続して報告したかによって、そのリソースを FAULTED
と認定するのかを定義します。
大きな値を設定した場合、リソースを障害と認定するのに時間がかかる可能性があります。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0
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リソースタイプ属性

説明

TypeOwner

この属性は VCS の通知のために使われます。 エージェントのリソースタイプに関するイベン
トが生じた際に、この属性で指定した人物に VCS が通知を送ります。 そのタイプのエージェ
ントで障害または再起動が発生すると、VCS は TypeOwner に通知を送信します。 VCS は
ほとんどのイベントをログに記録しますが、すべてのイベントが通知をトリガするとは限らない
ことに注意してください。

（ユーザー定義）

NotifierMngr エージェントの SmtpRecipients 属性で定義された 1 人以上の受信者または
TypeOwner に送信する通知の重要度レベルを必ず設定してください。

TypeRecipients
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

■

例: "jdoe@example.com"

この属性は VCS の電子メール通知に使われます。VCS は、エージェントのリソースタイプに
関するイベントが発生した場合やイベントの重要度レベルが属性で指定したレベルと同じか
それより大きくなった場合に、この属性で指定した人物に電子メール通知を送信します。
NotifierMngr エージェントの SmtpRecipients 属性で定義された 1 人以上の受信者または
TypeRecipients に送信する通知の重要度レベルを必ず設定してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

電子メール ID: 通知の受信者として登録されているユーザーの電子メールアドレス。
重要度: 通知を必ず送信する最低重要度レベル。

サービスグループ属性
表 D-3 にサービスグループ属性の一覧を示します。
表 D-3

サービスグループ属性

サービスグループ属 定義
性
ActiveCount
（システムのみ使用）

AdministratorGroups
（ユーザー定義）

サービスグループ内でアクティブ（ONLINE または WAITING TO GO
ONLINE）な状態のリソースの数です。この値が 0 になった場合、その
サービスグループはオフラインであると見なされます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

サービスグループに管理者権限を持つオペレーティングシステムのユー
ザーアカウントグループのリストです。
この属性は、セキュアモードで実行されているクラスタに適用されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: {} (なし)
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サービスグループ属 定義
性
Administrators

このサービスグループの管理権限を持つ VCS ユーザーのリストです。

（ユーザー定義）

メモ: Group Administrator は、特定のサービスグループに関するすべ
ての操作を実行できますが、クラスタに関する一般操作は実行できませ
ん。
p.82 の 「VCS ユーザー権限とユーザーロールについて」 を参照してく
ださい。

Authority
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: {} (なし)

ローカルクラスタがサービスグループをオンラインにできるかどうかを示し
ます。0 を設定した場合、オンラインにすることはできません。1 を設定し
た場合、オンラインにすることが可能です。グローバルサービスグループ
について、この属性に 1 を設定できるのは、1 クラスタだけです。
p.581 の 「シリアル化について - Authority 属性」 を参照してください。

AutoDisabled
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

VCS がサービスグループ（またはパラレルサービスグループがオンライ
ンとなる予定のシステム）の状態を認識していないことを示します。
SystemList 属性で定義されたシステム（パラレルグループの場合は、パ
ラレルグループがオンラインとなる予定のシステム）でグループのプロー
ブが完了していないため、この状態が起きることがあります。または、VCS
エンジンが SystemList 属性で指定されたノード上で起動していないが、
ノードが表示できます。
VCS がノード上でサービスグループの状態を認識していない場合に、
サービスグループが有効であることを VCS に認識させるには、次のコマ
ンドを実行して AutoDisabled の値を 0 に変更します。
hagrp -autoenable grp -sys sys1
VCS がサービスグループを自動無効とマーク付けしている場合でも、こ
のコマンドを使って、サービスグループが sys1 上でオンラインでないこと
を確実に VCS に指示できます。その情報によって残りのノードでサービ
スグループをオンラインに移行できるようになるため、この操作はフェール
オーバーサービスグループで重要です。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
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サービスグループ属 定義
性
AutoFailOver
（ユーザー定義）

サービスグループに障害が発生した場合、VCS が自動的にフェールオー
バーを開始するかどうかを指定します。
属性は次の値をとることができます。
■

0 - VCS はサービスグループをフェールオーバーしません。

■

1 - フェールオーバーに適したノードが存在する場合、VCS はサー
ビスグループを自動的にフェールオーバーします。
2 - フェールオーバーに適したノードが、サービスグループがオンライ
ンであったのと同じシステムゾーンまたはサイトに存在する場合、VCS
はサービスグループを自動的にフェールオーバーします。
値を 2 に設定するためには、HA/DR ライセンスが有効になっていて、
サービスグループがハイブリッドではない必要があります。まだシステ
ムゾーンまたはサイトを定義していない場合、フェールオーバーの動
作は 1 に近くなります。

■

p.436 の 「 サービスグループのエラーやシステムエラー発生時のフェー
ルオーバーの制御について」 を参照してください。

AutoRestart
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 1（有効）

障害の発生した永続的リソースがオンラインとなった後にサービスグルー
プを再起動するかどうかを指定します。
属性は次の値をとることができます。
■

0 - AutoRestart は無効です。

■

1 - AutoRestart は有効です。

■

2 - 障害が発生した永続的なリソースが障害から回復すると、VCS エ
ンジンはシステムにある障害が発生したすべての非永続的なリソース
を消去します。 次に、サービスグループを再起動します。

p.491 の 「サービスグループの依存関係について」 を参照してください。

メモ: この属性は、永続的リソースを含むサービスグループのみに適用さ
れます。

AutoStart
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 1（有効）

VCS の起動時に、サービスグループを自動的に開始するかどうかを指
定します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1（有効）
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サービスグループ属 定義
性
AutoStartIfPartial
（ユーザー定義）

AutoStartList
（ユーザー定義）

VCS の起動時に、サービスグループの調査を行い、そこでサービスグ
ループの状態が PARTIAL であったとしても、サービスグループをオンラ
インにします。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1（有効）

特定の状況（通常はシステム起動時）下で、VCS が起動したときに、サー
ビスグループを自動的にオンラインにするシステムを定義します。 たとえ
ば、この属性に定義されているシステムで VCS を起動したときに、フェー
ルオーバーサービスグループの AutoStart 属性に定義されている他の
システム上で、いまだサービスグループがオンラインになっていない場
合、自動的にこのシステムでサービスグループをオンラインにします。
VCS は AutoStartPolicy 属性を使って、サービスグループをオンライン
にするシステムを決定します。

メモ: 自動的にサービスグループをオンラインにするには、AutoStart 属
性に 1（有効）が、かつ Frozen 属性に 0（無効）が定義されている必要
があります。また、1.3.0 以降の VCS では、この属性に定義するホストは、
SystemList 属性にも定義しておく必要があります。

AutoStartPolicy
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: {} (なし)

複数のシステムが利用可能な場合に、どのシステム上で AutoStart の動
作中にサービスグループをオンラインにするかを決定するポリシーを設定
します。
この属性に定義できるのは、次の 3 種のいずれかです。
Order（デフォルト） - システムは、AutoStartList 属性で定義された順に
選択されます。
Load - システムは、システム属性の AvailableCapacity で示されたシス
テムの処理能力によって、選択されます。処理能力が最も高いシステム
から順に選択されます。

メモ: クラスタ属性の Statistics が Enabled に設定されている場合、Load
を値として設定できません。
Priority - システムは、SystemList 属性で指定された優先度に従って選
択されます。優先度が最も高い、すなわち設定された値が小さいシステ
ムから順に選択されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: Order
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性
CapacityReserved
（システムのみ使用）

サービスグループをオンラインに切り替えるか、フェールオーバーするた
めの容量が予約されているかどうかを示します。サービスグループの属
性の FailOverPolicy を BiggestAvailable に設定している場合のみ容量
が予約されます。
この属性はローカライズされています。
■

データ形式と値のタイプ: ブール

■

デフォルト: ""

可能な値は次のとおりです。
1: 容量は予約されます。
0: 容量は予約されません。
この値は、hagrp -flush コマンドを使用してリセットすることができま
す。
この属性を一覧表示するには、hagrp -display コマンドに -all オプ
ションを合わせて使います。
ClusterFailOverPolicy クラスタまたはグローバルグループで障害が発生したときのグローバル
サービスグループの動作を決定します。属性は次の値をとることができま
（ユーザー定義）
す。
Manual - サービスグループを別のクラスタに自動的にフェールオーバー
しません。
Auto - ローカルクラスタ内にサービスグループをフェールオーバー可能
なノードがないか、そのクラスタ全体に障害が発生した場合に、サービス
グループを別のクラスタに自動的にフェールオーバーします。
Connected - ローカルクラスタ内にサービスグループをフェールオーバー
可能なノードがない場合に、サービスグループを別のクラスタに自動的に
フェールオーバーします。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: Manual

ClusterList

サービスグループをオンラインにできるクラスタを定義します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: {} (なし)
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サービスグループ属 定義
性
ContainerInfo
（ユーザー定義）

コンテナとともにサービスグループを使えるかどうかを指定します。
ContainerInfo 属性には次の値を割り当てます。
■

Name: コンテナの名前。

■

Type: コンテナのタイプ。この値は Zone に設定できます。

■

Enabled: コンテナを有効にする場合は値を 1 に指定します。コンテ
ナを無効にする場合は値を 0 に指定します。物理コンピュータから仮
想マシンへのフェールオーバーおよび仮想マシンから物理コンピュー
タへのフェールオーバーを有効にするには、値を 2 に指定します。
Enabled キーに値 2 を使う方法について詳しくは、『Symantec
Storage Foundation and High Availability Solutions 仮想化ガイド』
を参照してください。

この属性にはシステム単位の値またはグローバルな値を設定できます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: {}

指定したサービスグループについては、グループの ContainerInfo 属性
とグループ内のリソースの ResContainerInfo 属性のいずれかを設定で
きます。ContainerInfo は、次の条件が満たされる場合にのみ変更できま
す。
■

■

ResContainerInfo が、グループのどのリソースに対してもローカライ
ズされていません。
ResContainerInfo が設定されていないか、または Name キーがグ
ループのすべてのリソースに対して空の文字列に設定されています。
p.789 の 「リソース属性」 を参照してください。

次のように属性の範囲をローカルからグローバルに変更できます。
# hagrp -local <service_group_name> <attribute_name>
次のように属性の範囲をグローバルからローカルに変更できます。
# hagrp -global <service_group_name> <attribute_name>
<value> ... | <key> ... | {<key> <value>} ...
-local オプションと -global オプションについて詳しくは、hagrp コ
マンドに関連するマニュアルページを参照してください。
CurrentCount

サービスグループがアクティブになっているシステムの数です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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性
DeferAutoStart
（システムのみ使用）

Enabled
（ユーザー定義）

グローバルクラスタですべてのクラスタが接続されていない状態で、ロー
カルクラスタ内のグローバルグループの自動起動を HAD が延期するか
どうかをこの属性で示します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

サービスグループをフェールオーバーまたはオンラインにできるようにな
ります。
属性にはグローバルスコープかローカルスコープを設定できます。この属
性にローカル（システム固有）スコープを定義した場合、VCS は、属性値
が 0 である指定されたシステム上でサービスグループがオンラインになら
ないようにします。システムで保守を実行するときは、この属性を使ってシ
ステム上でフェールオーバーが行われないようにできます。

Evacuate
（ユーザー定義）

Evacuating
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1（有効）

ユーザーが hastop -local -evacuate を発行した場合、VCS はサー
ビスグループを自動的にフェールオーバーさせます。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

サービスグループがどのノードから退避しているのか、ノード ID で示して
います。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

Failover

サービスグループがフェールオーバーの途中であることを示します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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FailOverPolicy
（ユーザー定義）

グループのフェールオーバー先のシステムを決定するために、VCS に
よって使われるフェールオーバーポリシーを定義します。また、手動での
操作時に、どのシステム上でサービスグループをオンラインにするかを決
定するために使うこともできます。
このポリシーは、複数のシステムがあるクラスタ用にのみ定義されます。
Priority - SystemList 属性で優先度が最も高い、すなわち設定された値
が小さいシステムが選択されます。
Load - AvailableCapacity 値の最も高いシステムが選択されます。
RoundRobin - ホストしているオンラインのサービスグループに基づいて
システムが選択されます。オンラインとなっているサービスグループが最
も少ないシステムから選択されます。
BiggestAvailable - SystemList 内のすべてのシステムに対して予測さ
れた利用可能容量に基づいてシステムが選択されます。予測された利用
可能容量が最も多いシステムが選択されます。

メモ: VCS では、Priority、Load、RoundRobin、BiggestAvailable の各
ポリシーのための同じ値セットを使用して 2 つのシステムが VCS で検出
されたときに、アルファベット順にノードが選択されます。
BiggestAvailable に対して FailOverPolicy を設定するための前提条件
は次のとおりです。
■

クラスタ属性 Statistics は Enabled に設定する必要があります。

■

クラスタ属性 HostMeters に少なくとも 1 つのキーを含めることをお
勧めします。
サービスグループ属性 Load には少なくとも 1 つのキーを含める必
要があります。
サービスグループ属性 CapacityReserved が 1 に設定されている場
合、VCS エンジンはサービスグループ用の BiggestAvailable を決
定するときにシステム容量を予約するため、この属性の値を
BiggestAvailable から別の値に変更することはできません。
サービスグループがオンライン移行を完了し、次の予測サイクルが経
過したら、CapacityReserved がリセットされます。

■

■

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: Priority
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性
FaultPropagation
（ユーザー定義）

VCS が、リソースに障害が発生した場合に親リソースにも障害を伝播し
てサービスグループ全体をオフラインにするかどうかを指定します。
値が 1 の場合、VCS は、リソースで障害が発生したときに、サービスグ
ループの AutoFailOver 属性が 1 に設定されていればそのサービスグ
ループをフェールオーバーします。 値が 0 の場合、VCS は、リソースで
障害が発生したときに、Critical 属性の値に関係なく他のリソースをオフ
ラインにしません。 サービスグループは、リソースに障害が起きた場合に
フェールオーバーしません。

FromQ
（システムのみ使用）

Frozen
（システムのみ使用）

GroupOwner
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

サービスグループがどのノードからフェールオーバーしているのか、シス
テム名で示しています。この属性は、サービスグループのフェールオー
バーの直接的原因が、グループ内のリソースの障害またはグループの切
り替えなどのグループイベントである場合に使われます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

エージェントが実行する monitor エントリポイントを除き、自動起動、オン
ライン/オフライン、フェールオーバーなど、すべてのアクションを無効にし
ます （VCS のすべてのエージェントは、この属性の機能に従います）。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0（オンライン化を無効にしない）

この属性は、VCS の電子メール通知機能とログ機能に使います。 VCS
は、サービスグループに関連するイベントが発生すると、この属性で指定
された担当者に電子メールで通知します。 VCS はほとんどのイベントを
ログに記録しますが、すべてのイベントが通知をトリガするとは限らないこ
とに注意してください。
GroupOwner に、または NotifierMngr エージェントの SmtpRecipients
属性で定義されている 1 人以上の受信者に通知を送信するときの、重
要度レベルを必ず設定してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""
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GroupRecipients
（ユーザー定義）

この属性は VCS の電子メール通知に使われます。VCS は、サービスグ
ループに関連するイベントが起きたときと、イベントの重要度レベルが属
性で指定されているレベル以上のときに、この属性で指定されているユー
ザーに電子メール通知を送信します。
GroupRecipients に、または NotifierMngr エージェントの
SmtpRecipients 属性で定義されている 1 人以上の受信者に通知を送
信するかどうかを決める重要度レベルを必ず設定してください。

Guests
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

電子メール ID: 通知の受信者として登録されているユーザーの電子
メールアドレス。
重要度: 通知を必ず送信する最低重要度レベル。

サービスグループに Guest 権限を持つオペレーティングシステムのユー
ザーアカウントのリストです。
この属性は、セキュアモードで実行されているクラスタに適用されます。

IntentOnline
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

サービスグループがその時点でオンラインとなっているべきか、または、
オフラインとなっているべきかを定義します。
VCS は、サービスグループのオンライン化を試みた場合は、この属性を
1 に設定します。
フェールオーバーグループの場合、グループがオフラインになると、この
属性には 0 が設定されます。
パラレルグループの場合、グループがオフラインになるか、グループに障
害が発生して別のシステムにフェールオーバー可能な場合に、そのシス
テムのこの属性に 0 が設定されます。
VCS がサービスグループを自動起動しようとする場合（AutoStartList か
らシステム上のサービスグループをオンラインにしようとする場合など）、
VCS はサービスグループに対してこの属性を 2 に設定します。

IntentionalOnlineList
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

意図的にオンラインにすることが可能なリソースが最初のプローブで
ONLINE であることが判明したノードを一覧表示します。
IntentionalOnlineList を AutoStartList と一緒に使って、クラスタの起動
時にサービスグループをオンラインにするノードを決定します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: 適用不可能

825

付録 D VCS の属性
サービスグループ属性

サービスグループ属 定義
性
LastSuccess

サービスグループが前回オンラインになった時刻を示します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

Load

システム上のサービスグループによる負荷を表す多次元値を示します。

（ユーザー定義）

クラスタ属性 Statistics が Enabled の場合、使用できるキーの値は CPU、
Mem、Swap です。MeterUnit（クラスタ属性）で指定した対応する単位
によるこれらのキーの値。
クラスタ属性 Statistics が VMSG で Enabled の場合、使用できるキー
の値は SCPU および SMem です。MeterUnit（クラスタ属性）で指定さ
れた対応する単位によるこれらのキーの値。
クラスタ属性 Statistics が Enabled でない場合、使用できるキーの値は
Units です。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

次の追加の注意事項が適用されます。
■

■

クラスタ内でサービスグループ属性 CapacityReserved が 1 に設定
されており、FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定されている
場合、この属性の値を変更することはできません。これは、VCS エン
ジンはサービスグループ属性 Load に基づいてシステム容量を予約
するためです。
サービスグループがオンライン移行を完了し、次の予測サイクルが経
過したら、CapacityReserved がリセットされます。
サービスグループの BiggestAvailable に FailOverPolicy が設定さ
れている場合、属性 Load を次の 1 つ以上のキーで指定する必要が
あります。
■ CPU
■

Mem

■

Swap

■

SCPU

■

SMem

物理サーバーの場合、サービスグループの Load 属性はサービスグルー
プの CPU、メモリおよびスワップの必要条件を示します。サービスグルー
プに仮想マシンのリソースが含まれる場合、Load 属性はサービスグルー
プの一部である仮想マシンリソースの Utilization 属性に基づいて導出さ
れます。このシナリオでは、Load 属性を編集できず、属性は main.cf ファ
イルにありません。
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ManageFaults
（ユーザー定義）

VCS がリソースに対して clean 機能を呼び出すことにより、サービスグ
ループ内のリソース障害を管理するかどうかを指定します。この属性は次
の値をとることができます。
NONE - VCS はグループ内のリソースに対して clean 機能を呼び出し
ません。手動でリソースのエラーを処理する必要があります。
p.446 の 「 リソースエラー発生時の Clean 動作の制御について エラー」
を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ALL

ManualOps

サービスグループを手動で操作することを可能にします。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1（有効）

MeterWeight
（ユーザー定義）

複数のシステムがグループ属性の Load 要件に適合する場合に、サー
ビスグループのターゲットシステムを判別するために指定されたクラスタ
属性の HostMeters キーの重みを表します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

main.cf でこの属性を設定する、または実行時に値を変更するための追
加の注意事項は次のとおりです。
■

■

■

■

MigrateQ
（システムのみ使用）

これは省略可能なサービスグループ属性です。グループに対して定
義されていない場合、VCS はクラスタ属性 MeterWeight を考慮しま
す。
個々のグループレベルでこの属性を強制変更するには、実行時また
は main.cf ファイルで属性を定義します。キーがクラスタ属性
HostAvailableMeters のサブセットであることを確認してください。
クラスタ内でサービスグループ属性 CapacityReserved が 1 に設定
されている場合、この属性を変更することはできません。
キーの値は、対応するパラメータの重み付けを表します。これは 0 か
ら 10 の範囲である必要があります。

サービスグループの移動元となるシステムを示します。この属性は、フェー
ルオーバーの原因が、システムシャットダウンまたはこのグループにリンク
されている別のグループの障害など、間接的なものである場合に使いま
す。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能
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NumRetries
（システムのみ使用）

OnlineAtUnfreeze
（システムのみ使用）

OnlineClearParent

サービスグループのオンライン試行回数です。この属性は、
OnlineRetryLimit 属性がこのサービスグループに設定されている場合の
み使われます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

ノードまたはサービスグループがフリーズしているとき、OnlineAtUnfreeze
属性は、サービスグループまたはノードのフリーズが解除された後、オフ
ラインのサービスグループがどのように対応するのかを指定します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

サービスグループでこの属性が有効なときに、そのサービスがオンライン
になるか、またはオンラインであることが検出されると、VCS は、online
local、online global、online remote などのすべての online タイプの親
グループで障害状態を解消します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

たとえば、親グループと子グループの両方で障害が発生し、両方のグ
ループがフェールオーバーできないと想定します。 その後、VCS が再び
子グループをオンラインにしようとしたり、グループがオンラインにされた
かオンラインであることが検出されたりすると、VCS エンジンは親グルー
プの障害状態を解消し、VCS で親グループも再起動できるようにします。
OnlineRetryInterval
（ユーザー定義）

OnlineRetryLimit
（ユーザー定義）

同じシステム上で VCS によって再起動したグループに、再び障害が発
生した場合、再起動してから障害発生までの間隔によっては、
OnlineRetryLimit にゼロ以外の値が定義されていても、そのグループを
フェールオーバーさせます。この属性は、その間隔（秒）を定義します。こ
の属性を指定することにより、あるグループが同じシステム上で障害によ
る再起動を繰り返さずに済みます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

別のノードにサービスグループをフェールオーバーさせる前に、障害が
発生したシステム上で、サービスグループの再起動を VCS エンジンが
試行する回数を定義します。0 を定義した場合、再起動を試行しません。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0
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OperatorGroups
（ユーザー定義）

Operators
（ユーザー定義）

サービスグループに Operator 権限を持つオペレーティングシステムの
ユーザーグループのリストです。この属性は、セキュアモードで実行され
ているクラスタに適用されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

グループを操作する権限を持つ VCS ユーザーのリストです。Group
Operator は、特定のグループに関してオンライン/オフライン、および、一
時的なフリーズ/アンフリーズ操作のみ実行できます。
p.82 の 「VCS ユーザー権限とユーザーロールについて」 を参照してく
ださい。

パラレル（Parallel）
（ユーザー定義）

PathCount
（システムのみ使用）

PCVAllowOnline
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

サービスグループがフェールオーバー（0）、パラレル（1）またはハイブリッ
ド（2）のいずれであるかを示します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

まだオフラインになっていない、パス内のリソースの数です。この値が 0
の時に、深刻な障害が発生した場合、VCS エンジンはサービスグルー
プ全体をオフラインにする可能性があります。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

サービスグループに含まれる ProPCV が有効なリソースを VCS の制御
外のノードでオンラインにできるかどうか示します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

p.450 の 「同時性違反の防止について」 を参照してください。
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サービスグループ属 定義
性
PolicyIntention
（システムのみ使用）

hagrp -online -propagate コマンドと hagrp -offline -propagate

コマンドで一覧表示されるサービスグループのロックとして機能します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

依存関係ツリーでサービスグループの PolicyIntention を 0 以外の値に
設定すると、この属性は他の操作すべてからサービスグループを保護し
ます。PolicyIntention は 3 つの値を取ることができます。
■

■

■

PreOnline
（ユーザー定義）

値 0 は、サービスグループが hagrp -online -propagate 操
作または hagrp -offline -propagate 操作の一部ではない
ことを示します。
値 1 は、サービスグループが hagrp -online -propagate 操
作の一部であることを示します。
値 2 は、サービスグループが hagrp -offline -propagate
操作の一部であることを示します。

手動によるグループのオンライン、グループの自動起動、またはグルー
プのフェールオーバーに応じて、VCS エンジンがすぐにサービスグルー
プのオンライン化を行わないことを示します。その代わり、エンジンが
PreOnline トリガを実行する必要があります。
この属性にはローカル（システム単位）の値またはグローバルな値を設定
できます。システム単位の値を設定すると、クラスタ内の特定のノードでの
PreOnline トリガの実行を制御できます。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

次のように属性の範囲をローカルからグローバルに変更できます。
# hagrp -local <service_group_name> <attribute_name>
次のように属性の範囲をグローバルからローカルに変更できます。
# hagrp -global <service_group_name> <attribute_name>
<value> ... | <key> ... | {<key> <value>} ...
-local オプションと -global オプションについて詳しくは、hagrp コ
マンドに関連するマニュアルページを参照してください。
PreOnlining
（システムのみ使用）

VCS エンジンが preonline スクリプトを実行したが、まだグループがオン
ラインとなっていないことを示しています。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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性
PreonlineTimeout
（ユーザー定義）

前提条件
（ユーザー定義）

preonline スクリプトでグループに対して hagrp -online -nopre コマ
ンドを実行するときのタイムアウト時間を秒単位で定義します。HAD は、
サービスグループの退避（evacuate）の時のみ、このタイムアウトを採用
します。 たとえば、ユーザーが hastop -local -evacuate コマンドを
実行したとき、サービスグループの退避先のシステムで、preonline スクリ
プトが実行された場合が該当します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 300

サービスグループをオンラインにするために必要なリソースを表す、name
＝ value のペアのリストです。必要条件を満たさない場合、そのサービス
グループはオンラインになれません。必要条件（Prerequisites）の書式は
次のとおりです。
Prerequisites() = { Name=Value, name2=value2 }。
Prerequisites の設定に使われる名前は自由に付けることができます。シ
ステム名を指定することはできません。Prerequisites のリストに含まれる
name=value のペアは Limits 属性の name=value のペアと揃える必要
があります。
p.473 の System limits and service group prerequisites を参照してく
ださい。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連
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PreSwitch
（ユーザー定義）

手動サービスグループの切り替え操作に応じて、VCS エンジンが
PreSwitch アクションを呼び出す必要があるかどうかを示します。

メモ: グループの障害発生中や -any オプションを使ってグループを切
り替えたとき、エンジンは PreSwitch アクションを呼び出しません。
この属性は、リモートクラスタのグローバルグループ定義で定義する必要
があります。この属性は次の値になります。
0 - VCS エンジンは、通常とおりサービスグループを切り替えます。
1 - VCS エンジンは、リソースの PreSwitch アクションの出力に基づいて
サービスグループを切り替えます。
値を 1 に設定すると、VCS エンジンは PreSwitch アクションをサポート
するサービスグループのリソースを探します。アクションがどのリソースに
対しても定義されていない場合、VCS エンジンは通常とおりサービスグ
ループを切り替えます。
1 つまたは複数のリソースに対してアクションが定義されている場合、VCS
エンジンはそれらのリソースの PreSwitch アクションを呼び出します。す
べてのアクションが成功すると、エンジンはサービスグループを切り替え
ます。いずれかのアクションが失敗した場合、エンジンは切り替え操作を
中止します。
エンジンは、並行して PreSwitch アクションを呼び出し、すべてのアクショ
ンが完了するのを待って、切り替え操作を実行すべきかどうかを判断しま
す。 VCS エンジンは、エンジンのログにアクションの出力を報告します。
PreSwitch アクションで、設定やクラスタの状態が変わることはありませ
ん。
p.645 の 「グローバルクラスタ設定でのグローバルサービスグループの管
理」 を参照してください。

PreSwitching
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

VCS エンジンがエージェントの PreSwitch アクションを呼び出しました
が、アクションがまだ完了してい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: 適用不可能
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PrintTree
（ユーザー定義）

リソースの依存関係ツリーを設定ファイルに書き込みます。 1 という値は
ツリーが書き込まれていることを示します。

メモ: 設定のサイズが非常に大きいと、ツリーの印刷や設定のダンプに長
い時間がかかります。

Priority
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

ユーザーがサービスグループを特定条件で実行させたり、グループの優
先順位を設定します。VCS エンジンは、この属性に定義されている数値
を解釈しませんが、この属性を設定することで、ユーザーはサービスグ
ループの優先度および特定のイベントに対する応答で必要となるアクショ
ンを設定することが可能となります。
PreferredFencingPolicy のクラスタレベル属性値を Group に設定する
と、VCS はこの Priority 属性値を使ってノードの重みを計算し、I/O フェ
ンシングの競合中に存続するサブクラスタを決定します。
VCS は、サービスグループの優先度に基づいて次のようにノードの重み
を割り当てます。

Priority
1
2
3
4
0 or >=5

Node weight
625
125
25
5
1

ノードの重みが大きいほど優先度の高い値が関連付けられます。ノード
の重みは ONLINE/PARTIAL のサービスグループのノードの重みの値
の合計です。
p.328 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。

Probed
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

グループ内の有効なリソースすべてがそれぞれのエージェントによって検
出されているかどうかを示します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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ProbesPending

各システム上のエージェントが検出していないリソースの数です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

ProPCV
（ユーザー定義）

サービスグループが ProPCV が有効なリソースの同時性違反から予防
的に保護されているかどうかを示します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

p.450 の 「同時性違反の防止について」 を参照してください。
Responding
（システムのみ使用）

VCS エンジンがフェールオーバーイベントに応答し、サービスグループ
をオンラインにするか、ノードにフェールオーバーする途中であることを示
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: 適用不可能

Restart

内部使用の属性です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

SourceFile
（ユーザー定義）

設定ファイルを定義します。main.cf ではこの属性を設定しないでくださ
い。
この属性を設定するコマンドを実行する前に、パスがすべてのノード上に
存在することを確認します。
この属性を設定する前に、パスがすべてのノード上に存在することを確認
します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ./main.cf
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状態（State）

各システム上のグループの状態です。

（システムのみ使用）

OFFLINE - 非永続的なリソースがすべてオフラインです。
ONLINE - AutoStart 属性が 1 のリソースすべてがオンラインです。
FAULTED - グループ内の Critical 属性が定義されているリソースに障
害が発生したか、障害の影響を受けています。
PARTIAL - Operation 属性に OnOff が設定されているリソースの内の
どれかがオンライン（ただしグループ内のすべてではない）であり、
AutoStart のリソースがすべてオンラインになっていません。
STARTING - グループは、オンラインに遷移中です。
STOPPING - グループは、オフラインに遷移中です。
MIGRATING - グループは移行元システムから移行先システムへのリソー
スの移行を試みています。この状態は、
ONLINE|STOPPING|MIGRATING、
OFFLINE|STARTING|MIGRATING、OFFLINE|MIGRATING などの
複数の状態の組み合わせとしてのみ表れます。
グループの状態は、上記が複数が組み合わさった状態になることがあり
ます。For example, OFFLINE | FAULTED, OFFLINE | STARTING,
PARTIAL | FAULTED, PARTIAL | STARTING, PARTIAL |
STOPPING, ONLINE | STOPPING
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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SysDownPolicy
（ユーザー定義）

システムが停止しているときにサービスグループが自動無効化されるかど
うか、またシステムが再ブートされたか正常にシャットダウンされたときに
サービスグループがオフラインになるかどうかを決定します。
SysDownPolicy に AutoDisableNoOffline キーが含まれる場合は、次
の条件が適用されます。
■

■

サービスグループは、システムが停止しているとき、正常にシャットダ
ウンされたとき、停止していると検出されたときのいずれかの場合に自
動無効化される。
サービスグループは、システムが正常に再ブートするかシャットダウン
しても、オフラインにならない。

有効な値: 空のキーリストまたは AutoDisableNoOffline キー
デフォルト: 空のキーリスト
たとえば、SysDownPolicy = AutoDisableNoOffline のサービスグルー
プがシステム sys1 でオンラインの場合、さまざまなコマンドに対して次の
効果をもたらします。
■

■

■

SystemList
（ユーザー定義）

sys1 に対する hastop -local -evacuate コマンドが拒否され
る。
hastop -sysoffline コマンドは受け入れられるが、
SysDownPolicy = AutoDisableNoOffline になっているサービスグ
ループはオフラインにならない。
hastop -all コマンドが拒否される。

サービスグループを実行するよう設定されているシステムのリストと、これ
らのシステムの優先度です。 数値が小さいほうが、優先度が高くなり、優
先的にフェールオーバー先に選択されます。

メモ: AutoStartList 属性に定義するノードは、この属性に定義されてい
る必要があります。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: ""（なし）
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SystemZones
（ユーザー定義）

フェールオーバーの優先度を定義する SystemList 属性内部の仮想サ
ブリストを設定します。 この属性には、文字列/整数の書式で値を定義し
ます。 文字列には SystemList 属性に定義されているシステム名を、整
数にはゾーンの識別用の整数を定義します。 同じ整数が定義されてい
るシステムは、同じゾーンに属しています。 ゾーン内の、あるシステム上
においてサービスグループに障害が発生した場合、FailOverPolicy 属
性で定義されているポリシーに関係なく、同一ゾーン内で別のシステムへ
のフェールオーバーの優先度が高くなります。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: ""（なし）

メモ: SiteAware が 1 に設定されており、Sites が定義済みである場合、
この属性を変更することはできません。
Tag
（ユーザー定義）

特定の VCS 製品について作成された専用のサービスグループを識別
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: 適用不可能

TargetCount

サービスグループをオンラインにする対象システムの数を示します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

TFrozen
（ユーザー定義）

ToQ
（システムのみ使用）

クラスタ内のノード上でサービスグループをオンラインまたはオフラインに
できるかどうかを指定します。 属性の値が 1 の場合、サービスグループ
をオンラインまたはオフラインにできません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0（オンライン化を無効にしない）

サービスグループのフェールオーバー先のノード名を示しています。 こ
の属性は、サービスグループのフェールオーバーの直接的原因が、グ
ループ内のリソースの障害またはグループの切り替えなどのグループイ
ベントである場合に使われます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

TriggerEvent

内部使用の属性です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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TriggerPath

トリガパスをカスタマイズできます。

（ユーザー定義）

トリガが有効で、トリガパスが "" （デフォルト）の場合、VCS は
$VCS_HOME/bin/triggers のディレクトリからトリガを呼び出します。代替
ディレクトリを指定すると、VCS はそのパスからトリガを呼び出します。 値
の大文字と小文字は区別されます。 VCS は、トリガパスの値の先頭また
は末尾のスペースを取り除きません。 パスの先頭または末尾にスペース
が含まれていると、トリガの実行に失敗する可能性があります。
指定するパスは次の形式にする必要があります。
$VCS_HOME/TriggerPath/Trigger
たとえば、TriggerPath が mytriggers/sg1 に設定されていると、VCS は
$VCS_HOME/mytriggers/sg1/preonline/ ディレクトリで PreOnline トリ
ガスクリプトを探します。

TriggerResFault
（ユーザー定義）

TriggerResRestart
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

リソースに障害が起きた場合に、VCS が resfault トリガを呼び出すかどう
かを定義します。 値 0 は VCS がトリガを呼び出さないことを示します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

リソースが再起動した場合に resrestart トリガを呼び出すかどうを指定し
ます。
p.543 の 「resrestart イベントトリガについて」 を参照してください。
特定のリソースの resrestart トリガを呼び出すには、リソースレベルでこの
属性を有効にします。
p.789 の 「リソース属性」 を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0（無効）

TriggerResStateChange リソースの状態が変化した場合に resstatechange トリガを実行させます。
（ユーザー定義）

p.544 の 「resstatechange イベントトリガについて」 を参照してください。
特定のリソースについて resstatechange トリガを実行するには、リソース
レベルでこの属性を有効にします。
p.789 の 「リソース属性」 を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0（無効）
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性
TriggersEnabled

特定のトリガを有効にするかどうかを指定します。

（ユーザー定義）

トリガはデフォルトでは無効になります。特定のトリガをすべてのノードで
有効にすることも、選択したノードで有効にすることもできます。有効な値
は VIOLATION、NOFAILOVER、PREONLINE、POSTONLINE、
POSTOFFLINE、RESFAULT、RESSTATECHANGE、RESRESTART
です。
ノードでトリガを有効にするには、次の形式でトリガキーを追加します。
TriggersEnabled@node1 = {POSTOFFLINE, POSTONLINE}
postoffline トリガと postonline トリガは、ノード 1 で有効です。
クラスタ内のすべてのノードでトリガを有効にするには、次の形式でトリガ
キーを追加します。
TriggersEnabled = {POSTOFFLINE, POSTONLINE}
postoffline トリガと postonline トリガは、すべてのノードで有効です。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: {}

次のように属性の範囲をローカルからグローバルに変更できます。
# hagrp -local <service_group_name> <attribute_name>
次のように属性の範囲をグローバルからローカルに変更できます。
# hagrp -global <service_group_name> <attribute_name>
<value> ... | <key> ... | {<key> <value>} ...
-local オプションと -global オプションについて詳しくは、hagrp コ
マンドに関連するマニュアルページを参照してください。
TypeDependencies
（ユーザー定義）

指定したサービスグループにおいて、（順序付けられたリストで）リソース
タイプ間の依存関係を設定します。これは、個々のリソースタイプのすべ
てのインスタンスについて設定されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""
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性
UnSteadyCount
（システムのみ使用）

オンラインまたはオフライン操作が保留されているリソースの合計数を表
します。これはローカライズされた属性です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数

■

デフォルト: 0

この属性を一覧表示するには、hagrp -display コマンドに -all オプ
ションを合わせて使います。
hagrp -flush コマンドはこの属性をリセットします。
UserAssoc
（ユーザー定義）

これはキーの値のペアを保持する自由形式の文字列関連付け属性で
す。"Name" および "UITimeout" キーは、VCS の健全性表示によって
予約されています。これらのキーを削除したり、これらのキーに対応する
値を更新してはなりませんが、他のキーを追加して、他の任意の目的で
使用することはできます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: {}

次のように属性の範囲をローカルからグローバルに変更できます。
# hagrp -local <service_group_name> <attribute_name>
次のように属性の範囲をグローバルからローカルに変更できます。
# hagrp -global <service_group_name> <attribute_name>
<value> ... | <key> ... | {<key> <value>} ...
-local オプションと -global オプションについて詳しくは、hagrp コ
マンドに関連するマニュアルページを参照してください。
UserIntGlobal

この属性は任意の目的に使えます。 VCS は使わない属性です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

UserStrGlobal
（ユーザー定義）

VCS はこの属性を ClusterService グループで使います。 ClusterService
グループでこの属性を変更しないでください。この属性を他のサービスグ
ループで任意の目的に使います。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 0

UserIntLocal

この属性は任意の目的に使えます。 VCS は使わない属性です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0
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性
UserStrLocal

この属性は任意の目的に使えます。 VCS は使わない属性です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

システムの属性
表 D-4 にシステムの属性の一覧を示します。
表 D-4

システムの属性

システムの属性

定義

AgentsStopped

この属性は、システム上で実行中のすべてのエージェントが停止
した場合に 1 に設定されます。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

AvailableCapacity

システムの利用可能な容量を示します。

（システムのみ使用）

この属性の機能はクラスタレベル属性 Statistics の値によって異
なります。 Statistics の値が次の場合の機能を示します。
■

■

Enabled—AvailableCapacity への変更は VCS の動作に
影響しません。
MeteringOnly または Disabled—この属性は、hasys
-load コマンドを使用して指定された Capacity と
DynamicLoad（システムの属性）および Load（サービスグ
ループ属性）に基づいてポピュレートされます。この値のキー
は Units です。

main.cf ファイルでこの属性を設定することはできません。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能
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Capacity

システムの合計容量を表します。有効な値は次のとおりです。

（ユーザー定義）

■

■

ConfigBlockCount
（システムのみ使用）

ConfigCheckSum
（システムのみ使用）

Enabled—Capacity 属性は、絶対単位でのシステムの容量
を表すメーターを使用して自動ポピュレートされます。CPU、
Mem、Swap などの HostMeters に指定されたすべてのキー
を取得します。キーの値は、クラスタ属性の MeterUnit で指
定した対応の単位で設定します。
クラスタレベル属性 Statistics が Enabled に設定されている
場合、main.cf ファイルでこの属性を設定することはできませ
ん。
クラスタレベル属性 Statistics が有効の場合、Capacity に対
するいかなる変更も VCS の動作に影響しません。
MeteringOnly または Disabled—クラスタレベル属性
Statistics の値が MeteringOnly または Disabled に設定さ
れている場合、Capacity の値を定義することができます。こ
こで定義する値は、クラスタ内の他のシステムとのおおよその
相対値であり、ベンチマークテストなどを行って実測した値を
定義する必要はありません。この値のキーは Units です。こ
の属性のデフォルト値は 100 Units です。
たとえば、同一クラスタ内で、16 CPU のシステムを 200、8
CPU のシステムを 100 と定義します。
Statistics が MeteringOnly または Disabled に設定されて
いる場合、main.cf ファイルでこの属性を設定したり、実行時
に値を変更したりできます。

■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

Default: Statistics に設定された値によって決まります。

システムがクラスタに参加したときに設定に含まれる、512 バイト
のブロックの数です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

システムがクラスタに参加した時点を識別する設定の 16 ビットの
チェックサムです。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

ConfigDiskState

システムがクラスタに参加した時点のディスク上の設定状態です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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ConfigFile

設定ファイルが格納されているディレクトリです。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: "/etc/VRTSvcs/conf/config"

ConfigInfoCnt
（システムのみ使用）

ConfigModDate
（システムのみ使用）

CPUBinding

ローカルノードが新規メンバーシップ通信に期待している、未決
の CONFIG_INFO の数です。 この属性は、新しいメンバーシッ
プを処理している短い間、ゼロ以外となります。 値がゼロになっ
たときには、クラスタ内のすべてのノードの状態が確定されたこと
を意味します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

システムがクラスタに参加した時点における、設定を最後に変更
した日時です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

BindTo と CPUNumber の値によって、HAD を特定のプロセッ
サ ID にバインドします。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: BindTo = NONE、CPUNumber = 0

CPUNumber は HAD がバインドするプロセッサ ID を指定しま
す。 CPUNumber は BindTo が CPUNUM として指定されてい
る場合にのみ使われます。
BindTo は、次のいずれかの値をとります。
■

NONE: HAD はどのプロセッサ ID にもバインドされません。

■

ANY: HAD は、RUNNING 状態になるか、または BindTo が
変更されるまで、1 つのプロセッサ ID に固定されます。
CPUNUM: HAD は CPUNumber によって指定されたプロ
セッサ ID に固定されます。
POOL: HAD は Solaris Resource Manager で設定された
指定のプールのプロセッサ ID に固定されます。

■

■

843

付録 D VCS の属性
システムの属性

システムの属性

定義

CPUThresholdLevel

各種レベルのログが生成される基準となる CPU 利用率のしきい
値を決定します。 通知レベルには Critical、Warning、Note、Info
があり、ログは engine_A.log ファイルに保存されます。Warning
のレベルを超えると通知が生成されます。 値はクラスタ内のシス
テムレベルで設定可能です。

（ユーザー定義）

■

たとえば、管理者は次のように CPUThresholdLevel の値を
設定できます。
CPUThresholdLevel={Critical=95, Warning=80, Note=75,
Info=60}
データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: Critical=90, Warning=80, Note=70, Info=60

■

■

CPUUsage
（システムのみ使用）

この属性は非推奨です。 VCS は起動時にシステムリソースを監
視します。

CPUUsageMonitoring

この属性は非推奨です。 VCS は起動時にシステムリソースを監
視します。

CurrentLimits

システムが保持する、Limits の最新の値の計算結果です。

（システムのみ使用）

CurrentLimits = Limits -（全サービスグループの Prerequisites
の加算値）で算出します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

DiskHbStatus

非推奨属性。 システム上のディスクの通信状態を示します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

DynamicLoad
（ユーザー定義）

EngineRestarted
（システムのみ使用）

システムが保持する、最新の動的負荷の値です。 この値は、
hasys -load コマンドを使って、VCS の外部で設定されます。
動的システム負荷を指定すると、VCS は静的グループ負荷を使
いません。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: ""（なし）

クラスタ内のノード上で hashadow プロセスによって VCS エン
ジン（HAD）が再起動されたかどうかを示します。 1 の場合はエ
ンジンが再起動されたことを示し、0 の場合は再起動されなかっ
たことを示します。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
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EngineVersion

VCS のメジャー、マイナー、保守パッチ、ポイントパッチバージョ
ンを定義します。

（システムのみ使用）

EngineVersion 属性の値は 16 進数形式です。バージョン情報
を取得するには次の命令を実行します。
Major
Minor
Maint
Point

FencingWeight
（ユーザー定義）

Version: EngineVersion >> 24 & 0xff
Version: EngineVersion >> 16 & 0xff
Patch: EngineVersion >> 8 & 0xff
Patch: EngineVersion & 0xff

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

優先フェンシングのシステム優先度を示します。 ここで定義する
値は、クラスタ内の他のシステムとのおおよその相対値であり、ベ
ンチマークテストなどを行って実測した値を定義する必要はあり
ません。
PreferredFencingPolicy のクラスタレベル属性値を System に
設定すると、VCS はこの FencingWeight 属性を使ってノードの
重みを判定し、I/O フェンシングの競合中に存続するサブクラス
タを決定します。
p.328 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。

Frozen
（システムのみ使用）

GUIIPAddr
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

サービスグループがシステム上でオンラインにできるかどうかを示
します。 この属性に 1（有効）を定義した場合、サービスグループ
をオンラインにできません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

VCS が接続を受け付けるために使うローカル IP アドレスを決定
します。 他の IP アドレス宛の着信接続は拒否されます。
GUIIPAddr が設定されていない場合、設定済みのローカル IP
アドレスすべてに対する外部接続を受け付けるというのがデフォ
ルトの処理です。
p.84 の 「 CLI コマンドのユーザー権限」 を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""
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HostAvailableForecast

過去に測定した AvailableCapacity に基づき予測されたクラスタ
のシステムの利用可能な容量を示します。

（システムのみ使用）

クラスタ属性 Statistics が Enabled に設定されている場合、
HostMonitor エージェントでこの属性の値が自動ポピュレートさ
れます。CPU、Mem、Swap などの HostMeters に指定された
すべてのキーを取得します。キーの値は、クラスタ属性の
MeterUnit で指定した対応の単位で設定します。
この属性は main.cf で設定できません。

HostMonitor
（システムのみ使用）

HostUtilization
（システムのみ使用）

LicenseType
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

HostMonitor エージェントが監視するホストリソースの一覧。Mem
や Swap などのキーの値は MB または GB で表し、CPU は
MHz または GHz で表すことができます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: { CPU, Mem, Swap }

HostMonitor エージェントが計算した、ホスト上のリソースの使用
パーセンテージを示します。クラスタ属性 Statistics が
MeterHostOnly または Enabled に設定されている場合、この属
性によって、クラスタ属性 HostMeters で指定されたすべてのパ
ラメータがポピュレートされます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

システムによって使われるベース VCS キーのライセンスタイプを
示します。 この属性で表示される値の意味は、次のとおりです。
0 - DEMO
1 - PERMANENT
2 - PERMANENT_NODE_LOCK
3 - DEMO_NODE_LOCK
4 - NFR
5 - DEMO_EXTENSION
6 - NFR_NODE_LOCK
7 - DEMO_EXTENSION_NODE_LOCK
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

846

付録 D VCS の属性
システムの属性

システムの属性

定義

Limits

システム上で利用可能な特定のリソースを表す name=value の
ペアからなる、順序なしのセットです。 名前は自由に付けること
ができ、管理者が値を設定します。 名前は、システムからは取得
されません。

（ユーザー定義）

Limits の書式は次のとおりです。Limits = { Name=Value,
Name2=Value2}
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: ""

LinkHbStatus

システム上のプライベートネットワークのリンクの状態を示します。

（システムのみ使用）

次のような値を設定できます。
LinkHbStatus = { nic1 = UP, nic2 = DOWN }
nic1 の値が UP の場合、nic1 で認識できるピアが少なくとも 1
つクラスタに存在します。
nic2 の値が DOWN の場合、nic2 で認識できるピアがクラスタに
存在しません。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

LLTNodeId

ファイルで定義されているノード ID を表示します。

（システムのみ使用）

/etc/llttab

LoadTimeCounter
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

システムの負荷が LoadWarningLevel を上回っている秒数につ
いて、システムが保持している内部カウンタです。 この値は、
LoadWarningLevel の値を下回った時点でゼロにリセットされま
す。
クラスタレベル属性 Statistics が有効の場合、LoadTimeCounter
に対するいかなる変更も VCS の動作に影響しません。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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LoadTimeThreshold

LoadWarning トリガを実行する条件として、システム負荷が
LoadWarningLevel で定義されている値に達している、または、
上回っている時間を定義します。 この属性に 0 を定義した場合、
負荷の計算は行われません。

（ユーザー定義）

クラスタレベル属性 Statistics が有効の場合、
LoadTimeThreshold に対するいかなる変更も VCS の動作に
影響しません。

LoadWarningLevel
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 600

システムにかかる負荷が問題となるレベルの Capapcity のパー
センテージです。 この属性に 0 を定義した場合、負荷の計算は
行われません。
たとえば、LoadWarningLevel = 80 に設定すると、80 パーセン
トが警告レベルとなります。
この属性の値は、1 - 100 の間で設定できます。たとえば、この属
性に 1 を定義した場合、Capacity 属性と Load 属性から導かれ
たシステム負荷が 1 パーセントを超えたときに、
LoadTimeCounter でカウントを開始します。 同様に、この属性
に 100 を定義した場合、システム負荷が 100 パーセントとなっ
たときに、LoadTimeCounter 属性のカウントが開始されます。
クラスタレベル属性 Statistics が有効の場合、LoadWarningLevel
に対するいかなる変更も VCS の動作に影響しません。

MemThresholdLevel
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 80

各種レベルのログが生成される基準となるメモリ利用率のしきい
値を決定します。通知レベルには Critical、Warning、Note、Info
があり、ログは engine_A.log ファイルに保存されます。Warning
のレベルを超えると通知が生成されます。 値はクラスタ内のシス
テムレベルで設定可能です。
たとえば、管理者は次のように MemThresholdLevel の値を設
定できます。

■

MemThresholdLevel={Critical=95, Warning=80, Note=75,
Info=60}
データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: Critical=90, Warning=80, Note=70, Info=60

■
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MeterRecord

事前定義されたキーを持つ内部システム属性として動作します。
この属性は、クラスタ属性 AdpativePolicy が Enabled に設定さ
れている場合のみ更新されます。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

可能なキーは次のとおりです。
■

■

AvailableGC: HostMonitor エージェントによってシステム属
性 AvailableCapacity が更新されるときに、クラスタ属性
GlobalCounter の値が格納されます。
実行状態のシステムの AvailableGC の値が、クラスタ属性
GlobalCounter の最新の 24 個の値よりも古い場合、次のこ
とを示します。
■ 値は HostMonitor エージェントによって要求された頻度
で更新されません。
■ システム属性 AvailableCapacity と HostUtilization の値
は無効です。
ForecastGC: システム属性 HostAvailableForecast が更新
されるときに、クラスタ属性 GlobalCounter の値が格納され
ます。
実行状態のシステムの ForecastGC の値が、クラスタ属性
GlobalCounter の最新の 72 個の値よりも古い場合、次のこ
とを示します。
■ HostMonitor エージェントは要求された頻度で利用可能
な容量を予測しません。
■ システム属性 HostAvailableForecast の値は無効です。
■

NoAutoDisable
（システムのみ使用）

FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定されている
ときに、SystemList 内のいずれかの実行中のシステムに
HostAvailableForecast の無効の値があれば、VCS は
BiggestAvailable ポリシーを適用しません。その代わり
に、FailOverPolicy として Priority が考慮されます。

0（無効）を設定した場合、VCS エンジンが停止したときに、サー
ビスグループの状態が、自動無効化となります。 VCS エンジン
を起動して、システムがメンバーシップに加わるまで、サービスグ
ループは自動無効化のままです。
この属性の値は、ノードがクラスタに結合される（RUNNING 状態
に遷移する）か、またはクラスタから切り離されるたびに更新され
ます。 この属性は手動で設定できません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
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NodeId

次のファイルで指定されたシステム（ノード）の ID。

（システムのみ使用）

/etc/llttab

OnGrpCnt
（システムのみ使用）

ReservedCapacity
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

システム上で、オンラインになっているか、またはオンラインに切
り替え中のグループの数です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

オンラインに切り替わろうとしている、FailOverPolicy を
BiggestAvailable に設定しているサービスグループ用に予約済
みのシステムの容量を示します。この属性は、CPU、Mem、Swap
など HostMeters で指定したすべてのキーを持ちます。キーの
値は、クラスタ属性の MeterUnit で指定した対応の単位で設定
します。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

サービスグループがオンライン移行を完了し、次の予測サイクル
が経過したら、ReservedCapacity が更新されます。
この属性は main.cf で設定できません。
ServerAvailableCapacity
（システムのみ使用）

HostMonitor エージェントは、他の仮想マシンで利用できる物理
サーバー上の空き CPU およびメモリを測定し、この属性をポピュ
レートします。このキーは ServerCapacity 属性のキーのサブセッ
トである場合があります。CPU は vCPU の数で測定し、メモリは
MB または GB で測定します。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

メモ: main.cf ファイルでこの属性を設定することはできません。
この属性値は計測によってポピュレートされます。
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ServerAvailableForecast

HostMonitor エージェントは物理サーバーの空き CPU およびメ
モリを予測し、この属性値をポピュレートします。このキーは
ServerCapacity 属性のキーのサブセットである場合があります。
CPU は vCPU の数で測定し、メモリは MB または GB で測定し
ます。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

メモ: main.cf ファイルでこの属性を設定することはできません。
この属性値は計測によってポピュレートされます。
ServerCapacity
（システムのみ使用）

HostMonitor エージェントは物理サーバーの合計 CPU および
メモリを測定し、この属性値をポピュレートします。このキーはクラ
スタ属性 HostMeters のキーのサブセットである場合があります。
次のコマンドを使って CPU 数を導出できます。
#ldm ls-devices -a -p cpu
VCPU の数で CPU 数が返されます。
次のコマンドを使ってメモリ数を導出できます。
#ldm ls-devices -a -p mem
メモリ数は MB または GB で返されます。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

メモ: main.cf ファイルでこの属性を設定することはできません。
この属性値は計測によってポピュレートされます。
ServerReservedCapacity
（システムのみ使用）

これは VCS エンジンによってポピュレートされる内部属性です。
フェールオーバー先を評価する際、VCS は
ServerAvailableForecast から ServerReservedCapacity を差
し引きます。VCS がノードにおいて VMSG をオンラインにする
際、次の測定サイクルまで VMSG の Load 要件が
ServerReservedCapacity に追加されます。
■

データ形式と値のタイプ: 浮動 - 関連

■

デフォルト: 適用不可能

メモ: main.cf ファイルでこの属性を設定することはできません。
この属性値は計測によってポピュレートされます。
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ShutdownTimeout

システムでオンラインとなっているサービスグループが、システム
再ブートを障害として扱うかどうかを定義します。

（ユーザー定義）

多くのシステムでは、再ブートが行われると、まず、すべてのプロ
セスが停止し、次にシステムが停止します。 VCS エンジン（プロ
セス）が停止すると、VCS エンジンが停止したシステムを
SystemList 属性に定義しているサービスグループは自動的に
無効にされます。 もし、（VCS エンジンの停止に続いて）システ
ムが ShutdownTimeout 属性で定義した秒数未満で停止した場
合、VCS エンジンが停止していたシステム上でオンラインだった
サービスグループはシステム障害が発生したと判断し、サービス
グループのフェールオーバーを行います。 システムの停止にか
かる平均時間に応じてこの属性を設定することを推奨します。
システム再ブートを障害として扱いたくない場合は、この属性の
値を 0 に設定します。

SourceFile
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 600 秒

設定ファイルを定義します。main.cf ではこの属性を設定しない
でください。
この属性を設定するコマンドを実行する前に、パスがすべての
ノード上に存在することを確認します。

SwapThresholdLevel
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ./main.cf

各種レベルのログが生成される基準となるスワップ領域のしきい
値を決定します。 通知レベルには Critical、Warning、Note、Info
があり、ログは engine_A.log ファイルに保存されます。Warning
のレベルを超えると通知が生成されます。 値はクラスタ内のシス
テムレベルで設定可能です。

■

たとえば、管理者は次のように SwapThresholdLevel の値を
設定できます。
SwapThresholdLevel={Critical=95, Warning=80, Note=75,
Info=60}
データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: Critical=90, Warning=80, Note=70, Info=60

■

■

SysInfo
（システムのみ使用）

オペレーティングシステムの情報（名前、バージョン、リリース）、
オペレーティングシステムを実行しているシステムの名前、ハー
ドウェアのタイプなど、プラットフォーム固有の情報を示します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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SysName

システム名です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

SysState
（システムのみ使用）

RUNNING、FAULTED、EXITED などのシステムの状態を示し
ます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

SystemLocation

システムの場所です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

SystemOwner
（ユーザー定義）

この属性は、VCS の電子メール通知機能とログ機能に使います。
VCS は、システムに関連するイベントが発生すると、この属性で
指定された担当者に電子メールで通知します。 VCS はほとんど
のイベントをログに記録しますが、すべてのイベントが通知をトリ
ガするとは限らないことに注意してください。
SystemOwner に、または NotifierMngr エージェントの
SmtpRecipients 属性で定義されている 1 人以上の受信者に通
知を送信するかどうかを決める重要度レベルを必ず設定してくだ
さい。

SystemRecipients
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

■

例: "unknown"

この属性は VCS の電子メール通知に使われます。VCS は、シ
ステムに関連するイベントが起きたときと、イベントの重要度レベ
ルが属性で指定されているレベル以上のときに、この属性で指
定されているユーザーに電子メール通知を送信します。
SystemRecipients に、または NotifierMngr エージェントの
SmtpRecipients 属性で定義されている 1 人以上の受信者に通
知を送信するかどうかを決める重要度レベルを必ず設定してくだ
さい。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

電子メール ID: 通知の受信者として登録されているユーザー
の電子メールアドレス。
重要度: 通知を必ず送信する最低重要度レベル。
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TFrozen

ノードでサービスグループをオンライン状態にできるかどうかを指
定します。 この属性の値が 1 の場合、サービスグループをオン
ラインにできません。

（ユーザー定義）

TRSE
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

Regular State Exit までの秒数を示します。 VCS がポート h の
メンバーシップを失ったイベントと GAB のポート a のメンバーシッ
プを失ったイベントの時間を計算します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

UpDownState

この属性の値は次の 4 タイプです。

（システムのみ使用）

Down（0）: システムの電源が切れているか、またはシステム上で
GAB および LLT が実行されていません。
Up but not in cluster membership（1）: GAB および LLT が実
行されていますが、VCS エンジンが実行されていません。
Up and in jeopardy（2）: システムが起動し、クラスタのメンバー
として参加していますが、ネットワークリンク（LLT）が 1 つしか残っ
ていません。
Up（3）: システムが起動し、クラスタのメンバーとして参加してい
ます。クラスタへのリンクが少なくとも 2 つ存在しています。

UserInt
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

ユーザーが使う整数値を格納します。 VCS はこの属性の値を解
釈しません。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0
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VCSFeatures

有効になっている機能を示します。この属性で表示される値の意
味は、次のとおりです。

（システムのみ使用）

0 - 有効な機能はありません（VCS Simulator）。
1 - L3+ が有効です。
2 - グローバルクラスタオプションが有効です。
VCSFeatures 属性は整数型の属性ですが、hasys -value コ
マンドまたはhasys -display コマンドで値を問い合わせると、
値が 1 の場合は文字列 L10N が、値が 2 の場合は文字列 DR
が表示されます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

クラスタ属性
表 D-5 にクラスタ属性の一覧を示します。
クラスタ属性

表 D-5
クラスタ属性

定義

AdministratorGroups

クラスタに管理者権限を持つオペレーティングシステムのユーザーアカウントグループのリス
トです。この属性は、セキュアモードで実行されているクラスタに適用されます。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

Administrators

Administrator 権限を持つユーザーのリストです。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

AutoStartTimeout
（ユーザー定義）

ローカルクラスタが 1 つ以上のリモートクラスタと通信できない場合に、グローバルサービス
グループで AutoStart 属性が設定されているサービスグループの自動起動プロセスの開始
を待つ秒数を、この属性で定義します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 150 秒
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AutoAddSystemtoCSG

サービスグループが設定されている場合に、新しくクラスタに結合または追加されたシステ
ムが ClusterService サービスグループの SystemList に追加されるかどうかを示します。
値 1（デフォルト）は、新しいシステムが ClusterService の SystemList に追加されることを
示します。 値 0 は、新しいシステムが ClusterService の SystemList に追加されないこと
を示します。

（ユーザー定義）

BackupInterval
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 1

設定が読み書き両用モードの場合に VCS が設定ファイルのバックアップを作成する間隔
を分単位で設定します。
値 0 は、VCS が設定ファイルのバックアップを作成しないことを示します。この属性を少な
くとも 3 に設定します。
p.201 の 「VCS 設定ファイルの自動バックアップのスケジュール設定」 を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

CID

CID は全世界で一意なクラスタの識別子を提供します。

（システム定義）

hacf で生成されたスナップショットがエンジンから VCS に渡されると、VCS によってこの属
性が設定されます。これは VCS が LOCAL_BUILD 状態から RUNNING 状態に遷移しよ
うとするときに起こります。
エンジンからスナップショットを受信すると、VCS は /etc/vx/.uuids/clusuuid ファイルを読み
込みます。 VCS はこのファイルの内容を CID 属性の値として使います。 clusuuid ファイル
の 1 行目を空にしないでください。ファイルが存在しないか、または空の場合、VCS は正常
終了してエラーを返します。
RUNNING 状態のクラスタに結合されるノードは、REMOTE_BUILD スナップショットの一
部として CID 属性を受信します。ノードが完全に結合されると、ノードはスナップショットを受
信します。ノードはファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid を読み込んで、スナップショットから受
信した値と、ファイルで定義されている値を比較します。値が一致しないか、またはファイル
が存在しない場合、結合中のノードは正常終了し、クラスタに結合されません。
/etc/vx/.uuids/clusuuid ファイルの内容を生成するには、/opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl
ユーティリティを実行します。
p.246 の 「クラスタの UUID 値の設定と設定解除」 を参照してください。
haclus -modify コマンドではこの属性の値を変更できません。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

ClusState

現在のクラスタの状態を示します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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ClusterAddress

ローカルクラスタへの接続時にリモートクラスタが使うクラスタの仮想 IP アドレスを示します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

ClusterLocation

クラスタの場所を指定します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

ClusterName

クラスタの名前です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

ClusterOwner
（ユーザー定義）

この属性は VCS の通知のために使われます。 クラスタに関するイベントが生じた際に、こ
の属性で指定した人物に VCS が通知を送ります。 VCS はほとんどのイベントをログに記
録しますが、すべてのイベントが通知をトリガするとは限らないことに注意してください。
NotifierMngr エージェントの SmtpRecipients 属性で定義された 1 人以上の受信者また
は ClusterOwner に送信する通知の重要度レベルを必ず設定してください。
p.519 の 「VCS イベント通知について」 を参照してください。

ClusterRecipients
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

■

例: "jdoe@example.com"

この属性は VCS の電子メール通知に使われます。VCS は、クラスタに関するイベントが発
生した場合やイベントの重要度レベルが属性で指定したレベルと同じかそれより大きくなっ
た場合に、この属性で指定した人物に電子メール通知を送信します。
NotifierMngr エージェントの SmtpRecipients 属性で定義された 1 人以上の受信者また
は ClusterRecipients に送信する通知の重要度レベルを必ず設定してください。

ClusterTime
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

電子メール ID: 通知の受信者として登録されているユーザーの電子メールアドレス。
重要度: 通知を必ず送信する最低重要度レベル。

1970 年 1 月 1 日からの秒数です。これは、クラスタを形成しているノードのうち、最小値の
ノード ID のノードで定義されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

ClusterUUID

Availability Manager によってクラスタに割り当てられる一意の ID です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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CompareRSM

VCS エンジンが、RSM の整合性の検証を行います。 この属性は、hadebug コマンドを使っ
て設定します。

（システムのみ使用）

ConnectorState
（システムのみ使用）

CounterInterval
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

Wide Area Connector（WAC）の状態を示します。0 の場合、WAC は動作していません。
1 の場合、WAC は動作していて、VCS エンジンと通信しています。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

GlobalCounter 属性がカウントする間隔です。GlobalCounter 属性の値を増やすブロード
キャストが発生するおおよその頻度を表します。
GlobalCounter のデフォルト値は、CounterInterval を変更することで修正できます。この属
性に 5 秒より大きな値を設定する場合には、ShutdownTimeout 属性のデフォルト値も増
やすことを推奨します。

CounterMissAction
（ユーザー定義）

CounterMissTolerance
（ユーザー定義）

CredRenewFrequency
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 5

GlobalCounter が CounterMissTolerance の期間である CounterInterval の間だけ更新
されない場合に実行する必要のある処理を指定します。 設定できる値は LogOnly と Trigger
です。 CounterMissAction を LogOnly に設定した場合、システムはエンジンログと Syslog
にメッセージを記録します。 CounterMissAction を Trigger に設定すると、システムは
comms tar ファイルを収集するデフォルトの処理を持つトリガを呼び出します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: LogOnly

VCS が問題を報告する前に GlobalCounter の最後の更新から経過できる時間間隔を指
定します。 GlobalCounter が CounterMissTolerance の期間である CounterInterval に
更新されない場合、VCS は問題を報告します。 CounterMissAction の値によって、適切
な処理が実行されます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 20

VCS エンジンが認証ブローカーで信用証明を更新するまでの日数です。たとえば、値 5 は
5 日ごとに信用証明を更新し、値 0 は信用証明が更新され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
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DeleteOnlineResource

オンラインリソースを削除できるかどうかを定義します。オンラインリソースの削除を有効にす
るには、この値を 1 に設定します。オンラインリソースの削除を無効にするには、この値を 0
に設定します。

（ユーザー定義）

hares -delete コマンドで -force オプションを使うと、この動作を強制変更できます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 1

DumpingMembership

エンジンが設定をディスクに書き込んでいるか、またはダンプしていることを示します。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: ベクトル

■

デフォルト: 適用不可能

EngineClass

VCS エンジン（HAD）のスケジュールクラスです。

（ユーザー定義）

属性は次の値をとることができます。
RT、TS、FSS、FX
RT はリアルタイムを示し、TS はタイムシェアリングを示し、FX は固定された優先度を示し
ます。これらの値の重要性に関して詳しくは、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。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: RT

EnableFFDC

FFDC ログを有効化または無効化します。 デフォルトでは、FFDC ログは有効です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 1

EnableVMAutoDiscovery
（ユーザー定義）

EnginePriority
（ユーザー定義）

仮想マシンの自動検出を有効化または無効化します。 デフォルトでは、仮想マシンの自動
検出は無効です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 0

HAD が実行される優先度です。通常、優先度の値が高いほど、スケジュール設定の優先
度が高いことを示します。スケジュール設定する各クラスに対し、さまざまな優先度の値が割
り当てられます。優先度の各種値について詳しくは、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。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""
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EngineShutdown

hastop コマンドのオプションを定義します。この属性は次の値をとることができます。

（ユーザー定義）

Enable - すべての hastop コマンドを処理します。これがデフォルトの動作です。
Disable - すべての hastop コマンドを拒否します。
DisableClusStop - hastop -all コマンドを処理しません。他のすべての hastop コマンドは
処理します。
PromptClusStop - hastop -all コマンドの実行の前に、ユーザーに確認を求めます。他の
すべての hastop コマンドは処理します。
PromptLocal - hastop -local コマンドの実行の前に、ユーザーに確認を求めます。他のす
べての hastop コマンドは拒否します。
PromptAlways - 任意の hastop コマンドの実行の前に、ユーザーに確認を求めます。

FipsMode
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 有効

FIPS モードがクラスタで有効であるかどうかを指定します。値は、システムのブローカーの
モードに依存します。FipsMode が 1 に設定されている場合、FIPS モードは有効になりま
す。FipsMode が 0 に設定されている場合、FIPS モードは無効になります。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

次のように FipsMode の値を検証できます。
# haclus -value FipsMode

GlobalCounter
（システムのみ使用）

このカウンタは、各カウンタの間隔ごとに 1 ずつ増えます。ブロードキャストを受信するとカウ
ンタの値が増加します。
VCS は GlobalCounter 属性を使って、システムのシャットダウンにかかる時間を測定しま
す。デフォルトでは、GlobalCounter 属性は 5 秒ごとに更新されます。 この属性がデフォル
ト値で、ShutdownTimeout 属性もデフォルト値（600 秒）の場合、GlobalCounter の値が
120 増える間にシステムが停止すると、システムは障害が発生していると見なされていること
になります。 GlobalCounter の増分のデフォルト値を変更するには、CounterInterval 属性
の値を変更します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

Guests

クラスタに Guest 権限を持つオペレーティングシステムのユーザーアカウントのリストです。

（ユーザー定義）

この属性は、セキュアモードで実行されているクラスタで有効です。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""
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GuestGroups

クラスタに Guest 権限を持つオペレーティングシステムのユーザーグループのリストです。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: 適用不可能

DefaultGuestAccess
（ユーザー定義）

すべての認証ユーザーにデフォルトでクラスタへのゲストアクセスを与えるかどうかを示しま
す。デフォルトのゲストアクセスは次のように設定できます:
■

0: 特権ユーザーにのみゲストアクセスを付与。

■

1: 全員にゲストアクセスを付与。

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

GroupLimit

サービスグループの最大数です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 200

HacliUserLevel

この属性値には 2 タイプの値があります。値は大文字と小文字が区別されます。

（ユーザー定義）

NONE - hacli はロールに関係なくすべてのユーザーに対して無効です。
COMMANDROOT - hacli は root ユーザーに対してのみ有効となります。

メモ: haclus -modify HacliUserLevel コマンドは、root ユーザーのみが実行でき
ます。

HostAvailableMeters
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: NONE

システムリソースの測定に使用可能なメーターを一覧表示します。main.cf ファイルでこの属
性を設定することはできません。
VCS 6.2 リリースでは、キー SCPU および SMem が追加されました。
■

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
キーはパラメータの名前であり、値はメーターライブラリの名前です。
デフォルト: HostAvailableMeters = { CPU = “libmeterhost_cpu.so”, Mem =
“libmeterhost_mem.so”, Swap = “libmeterhost_swap.so”, SCPU =
"libmeterserver_cpu.so", SMem = "libmeterserver_mem.so"}
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HostMeters

クラスタで現在測定されているパラメータ（CPU、Mem、Swap、SCPU または SMem）を示
します。

（ユーザー定義）

VCS 6.2 リリースでは、キー SCPU および SMem が追加されました。

LockMemory
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: HostMeters = {“CPU”, “Mem”, “Swap”, "SCPU", "SMem"}
main.cf ファイルでこの属性を設定できます。実行時に値を変更することはできません。
キーは CPU、Mem、Swap、SCPU、SMem のうちの 1 つ以上である必要があります。

メモリ内の VCS エンジンページのロックを制御します。この属性は次の値になります。値は
大文字と小文字が区別されます。
ALL: 現在のページとその後のページすべてがロックされます。
CURRENT: 現在のページをロックします。
NONE: ページをロックしません。

LogClusterUUID
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ALL

各ログメッセージのクラスタ UUID のログを有効化または無効化します。 デフォルトでは、ク
ラスタ UUID は記録されません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

LogSize

エンジンログファイルのサイズをバイト単位で指定します。

（ユーザー定義）

最小値は 65536（64 KB）です。
最大値は 134217728（128 MB）です。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 134217728（128 MB）
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MeterControl

HostMeters で指定したキーに対するシステム属性 AvailableCapacity の測定と予測が完
了するまでの間隔を示します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連
この属性は次のキーを含んでいます。

■

MeterInterval
HostMonitor エージェントによって実行される秒数での測定頻度。このキーの値は 30
以上に設定できます。デフォルトの値は 120 であり、この値は HostMonitor エージェン
トが利用可能な容量を測定し、120 秒ごとにシステム属性 AvailableCapacity を更新す
ることを示します。HostMonitor エージェントは監視サイクルごとに毎回利用可能な容量
の変更を確認し、変更があった場合は、HostMonitor エージェントは同じ監視サイクル
の値を更新します。MeterInterval の値は、Statistics が Enabled か MeterHostOnly
に設定されているときにだけ適用されます。
ForecastCycle
利用可能な容量の予測を実行するまでの、測定サイクルの回数。このキーの値は 1 以
上に設定できます。デフォルトの値は 3 であり、この値は、利用可能な容量の予測が 3
回の測定サイクルごとに実行されることを示します。MeterInterval がデフォルトの値の
120 秒であるとすると、予測は 360 秒（6 分）後に実行されます。ForecastCycle の値
は、Statistics が Enabled に設定されているときにだけ適用されます。

■

main.cf でこの属性を設定できます。実行時に値を変更することはできません。MeterInterval
と ForecastCycle の値は、HostMeters のすべてのキーに適用されます。
MeterUnit

パラメータの単位がメートルであることを示します。
VCS 6.2 リリースでは、キー <SCPU, CPU> および <SMem, MB> が追加されました。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: CPU=CPU, Mem = MB, Swap = MB, SCPU = CPU, SMem = MB}

この属性は、main.cf で設定できます。main.cf で設定する場合、ここには HostMeters で
指定されたとおりに、すべてのキーの単位が含まれる必要があります。実行時に値を変更す
ることはできません。
Statistics が Enabled に設定されており、サービスグループの属性が Load の場合、次の
システム属性は CPU、Mem、Swap、SCPU、SMem などのパラメータの対応する単位で
表されます。
■

AvailableCapacity

■

HostAvailableForecast

■

Capacity

■

ReservedCapacity

Mem や Swap などのキーの値は MB または GB で表し、CPU は CPU、MHz、GHz で表
すことができます。
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MeterWeight

クラスタ内のサービスグループのためのデフォルトのメーターの重み付けを示します。main.cf
ファイルでこの属性を設定できますが、実行時に値を変更することはできません。属性が
main.cf ファイルで定義されている場合、少なくとも 1 つのキーが定義される必要がありま
す。キーの重み付けは 0 から 10 の範囲である必要があります。HostAvailableMeters か
らのキーのみが、この属性で許可されます。

（ユーザー定義）

VCS 6.2 リリースでは、BiggestAvailable が選択されている際に CPU とメモリに同等の重
みが与えられるため、キー <SCPU 10> および <SMem 10> が追加されました。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

■

デフォルト: {CPU = 10, Mem = 5, Swp = 1, SCPU = 10, SMem = 0}

Notifier

クラスタ内の Notifier の状態を示します。主な状態は次のとおりです。

（システムのみ使用）

State - VCS に接続されているかどうかなど、Notifier の現在の状態です。
Host - Notifier が現在実行されている、または前回実行されたホストです。デフォルトは
none です。
Severity - Notifier に関して VCS がキューに追加したメッセージの重要度のレベルです。
値は、Information、Warning、Error または SevereError です。デフォルトは Warning で
す。
Queue - Notifier に関して VCS がキューに追加したメッセージのメッセージキューの現在
のサイズです。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: パラメータごとに異なる値

OpenExternalCommunicationPort VCS の外部通信ポート上で通信が許可されるかどうかを示します。デフォルトでは、VCS
の外部通信ポートは 14141 です。
（ユーザー定義）
■ データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
■

有効な値: YES、NO

■

デフォルト: YES

■

YES: VCS の外部通信ポートは開いています。

■

NO: VCS のための外部通信ポートは開いていません。

メモ: VCS のための外部通信ポートが開いていないときは、RemoteGroup エージェントに
よって作成される RemoteGroup リソースと、hazonesetup コマンドによって作成される
ユーザーは、VCS にアクセスできません。
OperatorGroups
（ユーザー定義）

クラスタに Operator 権限を持つオペレーティングシステムのユーザーグループのリストで
す。
この属性は、セキュアモードで実行されているクラスタで有効です。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""
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Operators

Cluster Operator 権限を持つユーザーのリストです。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

PanicOnNoMem
（ユーザー定義）

PreferredFencingPolicy

メモリ不足のため GAB からメッセージを受信できない場合に VCS エンジン（HAD）で実行
する処理を指定します。
■

値が 0 の場合、VCS は警告を出して終了します。

■

値が 1 の場合、VCS は GAB ライブラリルーチンを呼び出してシステムをパニック状態
にします。

■

デフォルト: 0

ネットワーク分割の発生時に存続するサブクラスタを決定するための I/O フェンシング競合
ポリシー。 有効な値は Disabled、System、Site のいずれかです。
Disabled: 優先フェンシングは無効です。 コーディネーションポイントの獲得処理の間、フェ
ンシングドライバは、最もノード数が多いサブクラスタを優先します。
System: コーディネーションポイントの獲得処理の間、フェンシングドライバは、アーキテク
チャ、CPU 数、またはメモリ容量を基準に、他のシステムよりも能力が高いと判断したシステ
ムを優先します。 VCS はシステムレベル属性の FencingWeight を使ってノードの重みを
計算します。
Group: コーディネーションポイントの獲得処理の間、フェンシングドライバは、優先度が高
いサービスグループが存在するノードを優先します。 VCS はグループレベル属性の Priority
を使ってノードの重みを判定します。
Group: コーディネーションポイントの獲得処理の間、フェンシングドライバは、優先度が高
いサイトが存在するノードを優先します。VCS はサイトレベル属性の Preference を使って
ノードの重みを判断します。
p.328 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: Disabled

PrintMsg

エンジンログに TagM メッセージを記録します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0

ProcessClass
（ユーザー定義）

VCS エンジンによって作成されるスケジュールクラスプロセスを示します。プロセスの例には
トリガなどがあります。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: TS
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ProcessPriority

VCS エンジンによって作成されるプロセスの優先度。 プロセスの例にはトリガなどがありま
す。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

ReadOnly

クラスタを読み取り専用モードにします。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 1

ResourceLimit

リソースの最大値を指定します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 5000

SecInfo
（ユーザー定義）

SecInfo 属性が main.cf ファイルに追加され、属性の値としてセキュリティキーが設定され
ている場合に、安全なパスワードの作成を有効化します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

p.181 の 「エージェントパスワードの暗号化」 を参照してください。
SecInfoLevel

パスワード暗号化権限のレベルを示します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: R

p.181 の 「エージェントパスワードの暗号化」 を参照してください。
SecureClus
（ユーザー定義）

クラスタがセキュアモードで動作しているかどうかを指定します。 値 1 はクラスタがセキュア
モードで動作していることを示します。この属性は、VCS の実行中は変更できません。
■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
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SiteAware

サイトがクラスタのために設定されるかどうかを示します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: ブール - スカラー

■

デフォルト: 0
この属性で表示される値の意味は、次のとおりです。
■ 1: サイトは設定されます。
■

0: サイトは設定されません。

サイトは Veritas Operations Manager から設定できます。この属性は、Veritas Operations
Manager を使って設定するときに、自動的に 1 に設定されます。クラスタ内の特定のノード
用にサイトの情報が設定されていない場合、それらのノードは、最も低い優先設定のデフォ
ルトのサイト下に配置されます。
p.874 の 「サイト属性」 を参照してください。
SourceFile

設定ファイルを定義します。main.cf ではこの属性を設定しないでください。

（ユーザー定義）

この属性を設定するコマンドを実行する前に、パスがすべてのノード上に存在することを確
認します。

Statistics
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

統計の収集が有効であり、FailOverPolicy が BiggestAvailable に設定できるかどうかを示
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: Enabled
実行時に値を変更することはできません。
この属性で表示される値の意味は、次のとおりです。
■ Enabled: HostMonitor エージェントは、ホストの利用率を測定し、クラスタ内のシス
テムのための利用可能な容量を予測します。この値が設定されていると、どのサービ
スグループに対しても FailOverPolicy を Load に設定することはできません。
■ MeterHostOnly: HostMonitor エージェントは、ホストの利用率を測定しますが、クラ
スタ内のシステムのための利用可能な容量を予測しません。サービスグループ属性
FailOverPolicy を BiggestAvailable に設定することはできません。
■ Disabled: HostMonitor エージェントは開始されません。ホストの利用率測定と、利
用可能な容量の予測はどちらとも無効になります。サービスグループ属性
FailOverPolicy を BiggestAvailable に設定することはできません。

p.816 の 「サービスグループ属性」 を参照してください。
Stewards

steward プロセスを実行しているシステムの IP アドレスとホスト名です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

{}
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SystemRebootAction

システムの再ブート時にフリーズしたサービスグループを無視するかどうかを定義します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

SystemRebootAction の値が IgnoreFrozenGroup の場合、VCS はフリーズしたサービス
グループ（TFrozen と Frozen）を無視して、残りのサービスグループをオフラインにします。
フリーズしたサービスグループが他のフリーズしていないサービスグループへの firm 依存
関係または hard 依存関係を持つ場合、VCS はエラーを表示します。
SystemRebootAction 値が "" の場合、VCS はすべてのサービスグループをオフラインに
します。 フリーズしたサービスグループがオフラインになっているノードでは、VCS を適切
に停止することはできないため、そのノードのアプリケーションは強制終了される場合があり
ます。

メモ: SystemRebootAction 属性は、システムの再ブートとシステムのシャットダウンのみに
適用されます。
TypeLimit

リソースタイプの最大値です。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 100

UseFence

クラスタが SCSI-3 I/O フェンシングを使うかどうかを示します。

（ユーザー定義）

値が SCSI3 の場合、クラスタはディスクベースまたはサーバーベースの I/O フェンシングを
使います。 値が NONE の場合、クラスタはどちらの I/O フェンシングも使いません。

UserNames
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: NONE

VCS ユーザーのリストです。 インストーラはデフォルトのユーザー名として admin を使いま
す。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

■

デフォルト: ""

VCSFeatures

有効になっている機能を示します。この属性で表示される値の意味は、次のとおりです。

（システムのみ使用）

0 - 有効な機能はありません（VCS Simulator）。
1 - L3+ が有効です。
2 - グローバルクラスタオプションが有効です。
VCSFeatures は整数型の属性ですが、haclus -value コマンドまたは haclus -display コ
マンドで値を問い合わせると、値が 1 の場合は文字列 L10N が、値が 2 の場合は文字列
DR が表示されます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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VCSMode

VCS のライセンスモードを示します。

（システムのみ使用）

VCSMode は整数型の属性ですが、haclus -value コマンドまたは haclus -display コマン
ドで値を問い合わせると、値が 0 の場合は文字列 UNKNOWN_MODE が、値が 7 の場合
は文字列 VCS が表示されます。

WACPort
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

ローカルクラスタ上の WAC（Wide Area Connector）プロセスがリモートクラスタからの接続
をリスニングする TCP ポートです。 データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
■

デフォルト: 14155

ハートビートの属性（グローバルクラスタ用）
表 D-6 にハートビートの属性の一覧を示します。これらの属性はグローバルクラスタに適
用されます。
表 D-6

ハートビートの属性

ハートビートの属 定義
性
AgentState

ハートビートエージェントの状態。

（システムのみ使用） ■
■

Arguments
（ユーザー定義）

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー
デフォルト: INIT

エージェント関数に渡される引数の一覧です。 Icmp エージェントの場合、
リモートクラスタの IP アドレスもこの属性に定義されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - ベクトル

■

デフォルト: ""

AYAInterval

ハートビートの間隔（秒単位）。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 60 秒

AYARetryLimit
（ユーザー定義）

ハートビート先のクラスタがダウンしたとエージェントが判断する、ハートビー
トの連続した欠落数を定義します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 3
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AYATimeout
（ユーザー定義）

CleanTimeOut
（ユーザー定義）

AYA 関数は、この属性で定義した値（秒単位）以内に ALIVE または DOWN
を返す必要があります。値を返さない場合は終了します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 30

clean 関数は、この属性で定義された値（秒単位）以内に完了する必要があ
ります。完了しない場合は終了します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 300 秒

ClusterList

リモートクラスタのリストです。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

InitTimeout
（ユーザー定義）

initialize 関数は、この属性で定義された値（秒単位）以内に完了する必要
があります。完了しない場合は終了します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 300 秒

LogDbg

ハートビートのログレベル。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

State

StartTimeout
（ユーザー定義）

StopTimeout
（ユーザー定義）

ハートビートの状態。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不能

start 関数は、この属性で定義された値（秒単位）以内に完了する必要があ
ります。完了しない場合は終了します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 300 秒

stop 関数は、この属性で定義された値（秒単位）以内に完了する必要があ
ります。完了しない場合は、ハートビートを止めずに終了します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 300 秒
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表 D-7 に、RemoteCluster 属性の一覧を示します。 これらの属性はリモートクラスタに
適用されます。
表 D-7

リモートクラスタの属性

リモートクラスタの属性

定義

AdministratorGroups

クラスタに管理者権限を持つオペレーティングシステムのユー
ザーアカウントグループのリストです。 この属性は、セキュアモー
ドで実行されているクラスタに適用されます。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

Administrators

Administrator 権限を持つユーザーのリストです。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

CID

リモートクラスタの CID。

（システムのみ使用）

p.855 の 「クラスタ属性」 を参照してください。

ClusState

ローカルクラスタによって認識されたリモートクラスタの現在の状
態を示します。

（システムのみ使用）

ClusterAddress
（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不能

リモートクラスタの仮想 IP アドレスを指定します。これは、ローカ
ルクラスタによってリモートクラスタに接続するために使われま
す。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

ClusterName

クラスタの名前です。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

ClusterUUID
（システムのみ使用）

Availability Manager によってクラスタに割り当てられる一意の
ID です。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不能
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リモートクラスタの属性

定義

ConnectTimeout

WAC 間接続を確立するための時間をミリ秒単位で指定します。

（ユーザー定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 300

DeclaredState
（ユーザー定義）

クラスタの状態が FAULTED に移行した後のリモートクラスタの
宣言された状態を指定します。
p.761 の 「災害宣言」 を参照してください。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: ""

値は次のいずれかの値に設定できます。

EngineVersion
（システムのみ使用）

■

災害（Disaster）

■

停電（Outage）

■

切断（Disconnect）

■

レプリカ（Replica）

VCS のメジャー、マイナー、保守パッチ、ポイントパッチバージョ
ンを定義します。
EngineVersion 属性の値は 16 進数形式です。バージョン情
報を取得するには次の命令を実行します。
Major
Minor
Maint
Point

Guests
（システムのみ使用）

Version: EngineVersion >> 24 & 0xff
Version: EngineVersion >> 16 & 0xff
Patch: EngineVersion >> 8 & 0xff
Patch: EngineVersion & 0xff

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

クラスタに Guest 権限を持つオペレーティングシステムのユー
ザーアカウントのリストです。
この属性は、セキュアモードで実行されているクラスタで有効で
す。

OperatorGroups
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

クラスタに Operator 権限を持つオペレーティングシステムの
ユーザーグループのリストです。この属性は、セキュアモードで
実行されているクラスタで有効です。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: 300 秒
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リモートクラスタの属性

定義

Operators

Cluster Operator 権限を持つユーザーのリストです。

（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト: ""

RemoteConnectInterval
（ユーザー定義）

SocketTimeout
（ユーザー定義）

SourceFile
（システムのみ使用）

リモートクラスタに対する連続した 2 つの接続試行の間の時間
を秒単位で指定します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 5

WAC 間ハートビートの時間を秒単位で指定します。 指定され
ている時間内に IAA を受信しない場合、リモート WAC との接
続は断たれているものとみなされます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 180

設定ファイルを定義します。main.cf ではこの属性を設定しない
でください。
この属性を設定するコマンドを実行する前に、パスがすべての
ノード上に存在することを確認します。

VCSFeatures
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルト: 適用不能

有効になっている機能を示します。この属性で表示される値の
意味は、次のとおりです。
0 - 有効な機能はありません（VCS Simulator）。
1 - L3+ が有効です。
2 - グローバルクラスタオプションが有効です。
VCSFeatures は整数型の属性ですが、haclus -value コマン
ドまたは haclus -display コマンドで値を問い合わせると、値が
1 の場合は文字列 L10N が、値が 2 の場合は文字列 DR が
表示されます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能
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リモートクラスタの属性

定義

VCSMode

VCS のライセンスモードを示します。

（システムのみ使用）

VCSMode は整数型の属性ですが、haclus -value コマンドま
たは haclus -display コマンドで値を問い合わせると、値が 0
の場合は文字列 UNKNOWN_MODE が、値が 7 の場合は文
字列 VCS が表示されます。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 適用不可能

リモートクラスタ上の WAC（Wide Area Connector）プロセスが
他のクラスタからの接続をリスニングする TCP ポートです。

WACPort
（システムのみ使用）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 14155

サイト属性
表 D-8 にサイト属性の一覧を示します。
サイト属性

表 D-8
サイト属性 定義

Preference サイトの優先設定を示します。
（ユーザー
定義）

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルト: 3

優先フェンシングを無効にした場合には、I/O フェンシングは Preference 値を使っ
て次のようにノードの重みを計算します。
Preference

Node weight

1

10000

2

1000

3

100

4

10

SystemList サイトで構成したシステムのリストを示します。
（ユーザー
定義）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

■

デフォルト : ""
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E
VCS のアクセシビリティ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

VCS でのアクセシビリティについて

■

ナビゲーションとキーボードのショートカット

■

ユーザー補助設定のサポート

■

補助技術のサポート

VCS でのアクセシビリティについて
シマンテック社製品は、リハビリテーション法の第 508 項に記載されている連邦政府によ
るソフトウェアのユーザー補助必要条件を満たしています。
http://www.access-board.gov/508.htm
Symantec Cluster Server には、主要なグラフィカルユーザーインターフェース（GUI）の
操作やメニュー項目へのショートカットが用意されています。Symantec Cluster Server
は、オペレーティングシステムのユーザー補助設定やさまざまな補助技術に準拠してい
ます。すべてのマニュアルは PDF ファイルとしても配布され、オンラインヘルプは対応
ビューアに表示される HTML 形式で利用できます。

ナビゲーションとキーボードのショートカット
VCS では、標準のオペレーティングシステムのナビゲーションキーとキーボードのショー
トカットを使います。VCS では、独自の機能として、後述するナビゲーションキーとキー
ボードのショートカットを使います。

付録 E VCS のアクセシビリティ
ユーザー補助設定のサポート

Java コンソールでのナビゲーション
表 E-1 は、オペレーティングシステムに用意されているもの以外に Cluster Manager
（Java コンソール）で使われるキーボードのナビゲーション規則とショートカットを示しま
す。
表 E-1

キーボード入力とショートカット

VCS キーボード入 結果
力
Shift+F10

場面に対応したポップアップメニューを開きます。

スペースキー

項目を選択します。

Ctrl+Tab

表の外側に移動します。

F2

セルの編集を有効にします。

ユーザー補助設定のサポート
シマンテック社のソフトウェアは、オペレーティングシステムのユーザー補助設定に対応
しています。
UNIX システムの場合、デスクトップの環境設定またはコントロールを使ってユーザー補
助設定を変更できます。

補助技術のサポート
次のような補助技術がサポートされています。
■

Cluster Manager（Java コンソール）は、JAWS 4.5 と互換性があります。

■

マニュアルのグラフィックはスクリーンリーダーを使って読み込むことができますが、ス
クリーンリーダーがグラフィックを無視するように設定すると、処理速度が向上します。

■

スクリーンリーダーの機能は、英語版でのみサポートされています。
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