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Veritas Storage Foundation
and High Availability
Virtualization Solutions の
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

概要

■

Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions について

概要
このマニュアルでは、Veritas Storage Foundation and High Availability Virtualization
Solutions について説明します。Veritas Storage Foundation および High Availability
製品をゾーン、ブランドゾーン、プロジェクト、および論理ドメインにインストールする前に
このマニュアル全体に目を通してください。
このマニュアルには、多くの高度な使用例と情報が記載されています。したがって、読者
が Veritas 製品に習熟したユーザーであること、および Oracle 社の仮想化技術に関す
る知識を持っていることを前提としています。
このマニュアルの各章では Oracle の特定の仮想化技術を Veritas 製品で使う方法につ
いて説明します。各章の内容は次のとおりです。
■

Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris ゾーンのサ
ポート

■

Storage Foundation and High Availability Solutions による Solaris プロジェクト
のサポート
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概要

■

Storage Foundation and High Availability Solutions によるブランドゾーンのサ
ポート

■

Storage Foundation and High Availability Solutions による Oracle VM Server
for SPARC（論理ドメイン）のサポート

■

Oracle VM Server for SPARC 環境での複数ノードの使用

■

論理ドメインの高可用性設定

参照マニュアル
次のマニュアルでは、Veritas Cluster Server のインストール、設定、使用方法について
説明しています。
■

Veritas Cluster Server リリースノート

■

Veritas Cluster Server インストールガイド

■

Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド

■

Veritas Cluster Server Agent for DB2 インストールおよび設定ガイド

■

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

■

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

次のマニュアルでは、Veritas Storage Foundation 製品のインストール、設定、使用方
法について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation リリースノート

■

Veritas Storage Foundation and High Availability インストールガイド

■

Veritas Storage Foundation 管理者ガイド

次のマニュアルでは、Veritas Storage Foundation Cluster File System のインストー
ル、設定、使用方法について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation Cluster File System リリースノート

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System インストールガイド

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System 管理者ガイド

メモ: Storage Foundation Cluster File System はブランドゾーンをサポートしません。
Oracle VM Server for SPARC（旧 Solaris Logical Domains）、ブランドゾーン、プロジェ
クト、ゾーンのインストールと設定について詳しくは、Oracle 社の Web サイト
（www.oracle.com）を参照してください。
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Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions について

Oracle 社は、Oracle VM Server for SPARC、ブランドゾーン、およびゾーン機能の更新
とパッチを定期的に提供しています。詳しくは Oracle 社にお問い合わせください。

オンラインの参照先
このマニュアルの最新情報については、次の Web サイトを参照してください。
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/vascont/278.html

Veritas Storage Foundation and High Availability
Solutions について
Veritas Storage Foundation and High Availability Virtualization Solutions には、
非グローバルゾーン、ブランドゾーン、プロジェクト、Oracle VM Server for SPARC のサ
ポートが含まれます。
Solaris ゾーンは、非グローバルゾーンとも呼ばれ、オペレーティングシステムサービスを
仮想化して、アプリケーションを実行するための分離された環境を作成できるオペレー
ティングシステムレベルの仮想化技術です。非グローバルゾーンは、単一のオペレーティ
ングシステムインスタンスを使って、完全に分離された仮想サーバーとして機能します。
ブランドゾーンは Solaris ゾーンインフラの拡張です。ブランドゾーンは非ネイティブゾー
ンであり、グローバルオペレーティングシステムのネイティブ環境以外のオペレーティング
システム環境を個別のゾーンでエミュレートできます。
Oracle VM Server for SPARC は同じ物理システム上に独立した仮想マシン環境を作
成できるようにする仮想化技術です。Oracle VM Server for SPARC は、すべての物理
デバイスから抽象化された、仮想化されたコンピュータ環境であり、作業負荷を 1 つのシ
ステムに統合整理し、集中的に管理できます。論理ドメインを、制御ドメイン、サービスド
メイン、I/O ドメイン、ゲストドメインのような特定のロールに指定することもできます。各ドメ
インは、オペレーティングシステムを個別に起動、停止、再起動できる完全な仮想コン
ピュータになります。
Solaris オペレーティングシステムには、ワークロードを識別するためのプロジェクトと呼ば
れる機能が用意されています。プロジェクトは、関連する作業を使いやすい方法でグルー
プ化するための管理タグとして機能します。たとえば、営業アプリケーション用のプロジェ
クトとマーケティングアプリケーション用のプロジェクトを別々に作成できます。営業プロ
ジェクト内の営業アプリケーションに関連するすべてのプロセスと、マーケティングプロジェ
クト内のマーケティングアプリケーション用のプロセスを作成することで、ビジネスとして意
味のある方法で作業負荷を分割して制御できます。
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Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions について

2
Storage Foundation and
High Availability Solutions
による Solaris ゾーンのサ
ポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Solaris ゾーンについて

■

ゾーンでの VCS のサポートについて

■

ゾーンへの VCS の設定

■

非グローバルゾーンへの VxFS ファイルシステムの追加

■

グローバルゾーンからの VxFS ファイルシステムの直接マウント

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System のマウント

■

VxFS クラスタファイルシステム設定での非グローバルゾーンルートの作成

■

非グローバルゾーンでの同時 I/O アクセス

■

Veritas extension for Oracle Disk Manager

■

非グローバルゾーンへの VxVM ボリュームのエクスポート

■

Solaris 非グローバルゾーンの障害回復用の設定

■

Storage Foundation での非グローバルゾーンサポートに関するソフトウェア制限
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Solaris ゾーンについて
Solaris ゾーンとは、ソフトウェアパーティション化技術のことで、アプリケーションを実行
するための分離された環境を作成するために、オペレーティングシステムのサービスを仮
想化できます。この分離によって、あるゾーンで実行されているプロセスが他のゾーンで
実行されているプロセスを監視したり、そのプロセスに影響を与えることができなくなりま
す。
共有 IP アドレスまたは排他的 IP アドレスを使って非グローバルゾーンを設定できます。
共有 IP ゾーンでは、グローバルゾーンとのネットワークインターフェースが共有されます。
排他的 IP ゾーンでは、グローバルゾーンとのネットワークインターフェースは共有されま
せん。
『System Administration Guide: Solaris Containers--Resource Management and
Solaris Zones』という Solaris オペレーティング環境のマニュアルを参照してください。
Oracle 社からは、Oracle Solaris ゾーン機能用の更新とパッチが定期的に提供されま
す。詳しくは、Oracle 社にお問い合わせください。

ゾーンでの VCS のサポートについて
VCS は、ゾーンで実行されるアプリケーションに対するアプリケーション管理と高可用性
を実現します。
メモ: すべての VxVM コンポーネントはグローバルゾーンでのみ動作します。グローバル
ゾーンの VxFS のパッケージのインストールによって、VxFS ファイルシステムをループ
バックファイルシステムまたはグローバルゾーンからの直接マウントとしてマウントできま
す。さらに、直接非グローバルゾーンから VxFS ファイルシステムをマウントできます。
Zone エージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF（Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。IMF（Intelligent Monitoring Framework）
とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。Zone エージェントのインテリジェントなリソースの監視を実行
する方法について詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイ
ド』を参照してください。

VCS とゾーンの動作に関する概要
VCS を使って次の作業を実行できます。
■

非グローバルゾーンの開始、停止、監視、およびフェールオーバー。

■

ゾーンで実行されるアプリケーションの開始、停止、監視、およびフェールオーバー。
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VCS によるコンテナのモデル化
VCS と必須のエージェントはグローバルゾーンで動作します。アプリケーションをゾーン
内で実行するために、エージェントはいくつかの関数（エントリポイント）をゾーン内で実行
できます。いずれかのリソースで障害が発生すると、VCS はゾーンとともにサービスグルー
プを別のノードにフェールオーバーします。
VCS を安全な環境で実行するために、Symantec Product Authentication Service を
使うように設定できます。この環境では、非グローバルゾーンからグローバルゾーンへの
通信は安全です。

VCS 環境でのゾーンのインストールと設定
ゾーンをインストールおよび設定します。アプリケーションの標準リソースタイプ（アプリケー
ション、ストレージ、ネットワーク）と Zone リソースを使ってサービスグループを作成しま
す。VCS はゾーンをリソースとして管理します。次に、サービスグループの ContainerInfo
属性を設定します。

ContainerInfo 属性の設定
サービスグループの ContainerInfo 属性では、ゾーンについての情報を指定します。
ContainerInfo 属性の設定および有効化の際に、サービスグループ内のゾーン対応リ
ソースを有効にして、ゾーン環境で動作するようにしてあります。
VCS は、ゾーン情報をサービスグループレベルで定義するので、各リソースに対して定
義する必要はありません。システムごとに ContainerInfo 属性の値を指定する必要があ
ります。

ContainerInfo サービスグループの属性について
ContainerInfo 属性には、Name キー、Type キー、Enabled キーがあります。Name
キーはコンテナの名前を定義します。Type キーによって、使用するコンテナの種類を選
択できます。Enabled キーによって、ゾーン対応リソースをサービスグループ内で有効に
できます。ContainerInfo 属性は、コンテナでサービスグループを使うことができるかどう
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
コンテナの種類。この値は Zone に設定できます。

■

Enabled
コンテナを無効にする場合は値を 0 に指定します。コンテナを有効にする場合は値
を 1 に指定します。物理から仮想および仮想から物理へのフェールオーバーを有効
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にするには、値を 2 に指定します。値が 2 の場合、Zone リソースは実在しないエン
ティティを模倣します。
この属性の値は、システムごとに設定できます。

ContainerOpts リソースタイプ属性について
ContainerOpts リソース属性は、ゾーン対応リソースタイプの事前設定値です。次の内
容を決定します。
■

ゾーン対応リソースをゾーン内で実行できるかどうか。

■

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がリソースに
渡されるかどうか。

これらの値は ContainerInfo サービスグループ属性を設定するときのみ有効です。
属性のキーは次のとおりです。
ゾーン対応タイプに関する ContainerOpts リソースタイプ属性の定義には次の値が含ま
れます。
■

RunInContainer（RIC）
RunInContainer キーの値が 1 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内で実行されます。
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）。
RunInContainer 値では、コンテナ内で実行できるのはスクリプトエージェント関数
（エントリポイント）のみであるという制限があります。

■

PassCInfo（PCI）
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。

ゾーン対応リソース
表 2-1 に、リソースタイプに関する ContainerOpts 属性のデフォルト値を示します。ゾー
ン対応リソースには、ContainerOpts 属性の値が事前定義されています。
メモ: Mount エージェント以外については、ContainerOpts の属性の値を修正しないこ
とをお勧めします。
p.17 の 「Mount エージェントについて」 を参照してください。
p.18 の 「ネットワークエージェントについて」 を参照してください。
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表 2-1

アプリケーションとリソースタイプに関する ContainerOpts 属性のデ
フォルト値

リソースタイプ

RunInContainer

PassCInfo

Apache

1

0

Application

1

0

ASMInst

1

0

ASMDG

1

0

Db2udb

1

0

NIC

0

1

IP

0

1

IPMultiNIC

0

1

IPMultiNICB

0

1

Process

1

0

Zone

0

1

Oracle

1

0

Netlsnr

1

0

Sybase

1

0

SybaseBk

1

0

Mount エージェントについて
状況によっては、Mount リソースの ContainerOpts 値を修正する必要があります。
ブロックデバイスがゾーンにエクスポートされない一部の状況では、ファイルシステムを
ローカルゾーン内で使えるようにできます。グローバルゾーンのゾーンルートを含むパス
を持つディレクトリにブロックデバイスをマウントします。たとえば次のようになります。
BlockDevice = /dev/vx/dsk/dg/vol1
MountPoint = /zones/zone-test/root/mntpt

ここで、/zones/zone-test はローカルゾーンのゾーンルートです。
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ゾーンでの Mount リソースのオンライン化
デフォルトでは、Mount リソースはグローバルゾーンでオンライン状態になっています
（RunInContainer = 0）。非グローバルゾーンで Mount リソースをオンライン状態にする
場合は、次の手順を実行します。
■

ゾーン設定を通してブロックデバイスをゾーンにエクスポートします。データが破損す
る可能性を取り除くために RAW ボリュームが適切に使われていることを確認します。

■

サービスグループの ContainerInfo 属性を変更して、Name キー、Type キー、
Enabled キーの値を設定します。
# hagrp -modify service_group ContainerInfo Name zone_name¥
Type Zone Enabled 1

■

リソースレベルで ContainerOpts 属性を上書きします。

■

RunInContainer キーの値を 1 に設定します。たとえば次のようになります。
# hares -override Mountres ContainerOpts
# hares -modify Mountres ContainerOpts¥
RunInContainer 1 PassCInfo 0

リソースタイプの静的属性を上書きする方法については詳しくは、『Veritas Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。

NFS マウントでの Mount リソース用の適切な属性値の選択
NFS マウントの場合、非グローバルゾーンでマウントする必要があります。
■

サービスグループの ContainerInfo 属性を変更して、Name キー、Type キー、
Enabled キーの値を設定します。

■

リソースレベルで ContainerOpts 属性を上書きします。

■

RunInContainer キーの値を 1 に設定します。
RIC の値を 1 に設定します。RIC=1 を設定する場合、MountPoint 属性の値をゾー
ンルートに対して相対的に指定します。たとえば次のようになります。
BlockDevice = abc:/fs1
MountPoint = /mnt1

ファイルシステムは /zone root/mnt1 にマウントされます。

ネットワークエージェントについて
IP および NIC タイプのリソースが排他的 IP ゾーン内で IP と NIC を管理するために設
定されているときは、これらのリソースの ExclusiveIPZone 属性を有効にしてください。こ
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の属性はデフォルトでは無効になっています。IP エージェントと NIC エージェントはネー
ティブゾーン（共有 IP）を前提にしています。
VCS では、グローバルゾーン内のリソースがデフォルトでオンラインになります。
これらのリソースを排他的 IP ゾーン内でオンラインにする場合は、次のタスクを実行して
ください。
■

有効な ContainerInfo 属性値が設定されているサービスグループにリソースが存在
することを確認します。

■

ExclusiveIPZone 属性の値を 1 に設定します。

メモ: 排他的 IP ゾーンでは、IP および NIC ネットワークエージェントがサポートされます。
これらのエージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファ
レンスガイド』を参照してください。

Zone エージェントについて
Zone エージェントはゾーンの監視、オンライン化、およびオフライン化を行います。この
エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレンスガ
イド』を参照してください。
グループの管理者権限を持つユーザーアカウントを作成するには hazonesetup ユー
ティリティを使ってください。ゾーンリソースの DeleteVCSZoneUser 属性は、ゾーンリソー
スがオフラインになった場合のユーザーアカウントの削除を制御します。詳しくは、『Veritas
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。

物理サーバーと仮想サーバー間のフェールオーバーの設定について
物理システムから仮想システムに、またはその逆に、フェールオーバーするように VCS を
設定できます。物理システムから仮想システムへのフェールオーバーによって、N + 1 の
環境では N + N のアーキテクチャが得られます。たとえば、アプリケーションを含む複数
の物理サーバーは別の物理サーバー上のコンテナにフェールオーバーできます。
p.34 の 「物理から仮想へのフェールオーバーと仮想から物理へのフェールオーバーの
設定（一般的なセットアップ）」 を参照してください。

ゾーンへの VCS の設定
次の作業を実行して、ゾーンに VCS を設定します。
第 1 番目

前提条件を確認します。
p.20 の 「ゾーンに VCS を設定する際の前提条件」 を参照してください。
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第 2 番目

ゾーンルートの場所（ローカルストレージまたは共有ストレージ）を決定しま
す。
p.21 の 「ゾーンルートの場所の決定」 を参照してください。

第 3 番目

アプリケーションをゾーンにインストールします。
p.24 の 「ゾーンへのアプリケーションのインストールについて」 を参照してく
ださい。

第 4 番目

アプリケーションサービスグループを作成し、そのリソースを設定します。
p.25 の 「アプリケーション用のサービスグループの設定」 を参照してくださ
い。

ゾーンに VCS を設定する際の前提条件
ゾーンに VCS を設定する際の前提条件は次のとおりです。
■

VCS はゾーンルートで CFS、UFS、および VxFS マウントをサポートします。

■

ファイルシステムのマウントは次の 2 つの条件のいずれかを満たす必要があります。
■

ループバックファイルシステムを使います。アプリケーションが使うすべてのマウン
トをゾーン設定に含め、さらにそれらのマウントをサービスグループに設定する必
要があります。たとえば、ゾーン z-ora を作成し、アプリケーションデータを格納す
るファイルシステムが /oradata というマウントポイントを持つように定義できます。
ゾーンの作成時には、グローバルゾーンにパスを定義できます。たとえば、非グ
ローバルゾーンのマウントディレクトリがマップする /export/home/oradata など
です。アプリケーションの Mount リソースの MountPoint 属性
は、/export/home/oradata に設定されます。zonecfg -z zone_name info
コマンドを使って、/export/home/oradata が /oradata にマップされていること
を確認します。ゾーン設定ファイル /etc/zones/zone_name.xml を調べることも
できます。Zone リソースは Mount リソースに依存します。

■

直接マウントファイルシステムを使います。ゾーンで実行されるアプリケーションが
使うすべてのファイルシステムマウントポイントは、ゾーンルートに対して相対的に
指定する必要があります。たとえば、Oracle アプリケーションが /oradata を使っ
ており、作成したゾーンの zonepath を /z_ora として設定している場合、マウント
は /z_ora/root/oradata とする必要があります。Mount リソースの MountPoint
属性を、このパスに設定する必要があります。Mount リソースは Zone リソースに
依存します。
メモ: Mount エージェントは VxFS ファイルシステムの内部の非グローバルゾーン
の直接マウントをサポートしません。
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ゾーンでのカスタムエージェントの使用
カスタムエージェントを使う場合、ゾーンでの使用について次の情報を確認してください。
■

ゾーン内で実行されるアプリケーションをカスタムエージェントを使って監視する場合、
エージェントがスクリプトベースのエントリポイントを必ず使うようにします。VCS は、ゾー
ン内部での C++ エントリポイントの実行をサポートしません。

■

カスタムエージェントでゾーン内のアプリケーションを監視する場合、カスタムエージェ
ントの種類に関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 1 および
PassCInfo = 0 と設定します。

■

カスタムエージェントでゾーン内のアプリケーションを監視しない場合、カスタムエー
ジェントの種類に関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 0 および
PassCInfo = 0 と設定します。

■

RunInContainer = 0 および PassCInfo = 1 を使うのは、主として次の 2 つの場合で
す。
■

第 1 は、Zone エージェントがこれらの値を使う場合です。Zone エージェントのエ
ントリポイントは非グローバルゾーン内では動作できませんが、エージェント自体
はゾーンを管理します。エージェントをグローバルゾーンで実行する必要があるた
め、RunInContainer の値を 0 とする必要があります。Zone エージェントが
ContainerInfo サービスグループ属性からコンテナ名を取得する必要があるた
め、PassCInfo の値を 1 にします。

■

第 2 は、IP エージェントが RunInContainer と PassCInfo を使う場合です。共有
IP ゾーンが原因で、ネットワークスタックが非グローバルゾーン内で完全には動作
しないことがあるため、IP エージェントのエントリポイントは非グローバルゾーンの
外部で動作する必要があります。ifconfig コマンドを実行して、非グローバル
ゾーン内から IP を確認することはできません。zone オプションを指定してグロー
バルゾーンで ifconfig コマンドを実行すると、IP が確認され、指定したゾーン
で使用できるようにします。このコマンドをコンテナ内で実行できない場合でも、こ
のコマンドを使うためにコンテナ名が必要になります。これは、すべてのネットワー
クエージェントに適用されます。

ゾーンルートの場所の決定
各ゾーンは、ゾーンルートディレクトリ内にファイルシステム階層の独自のセクションを持
ちます。ゾーン内で実行されるプロセスがアクセスできるのは、ゾーンルート内のファイル
に限られます。
ゾーンルートを設定できる方法は次の 2 つです。
■

ローカルストレージ上のゾーンルート
この設定では、クラスタ内の各ノード上にゾーンを設定およびインストールする必要が
あります。

■

共有ストレージ上のゾーンルート
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この設定では、1 つのシステムから共有ストレージにゾーンを設定およびインストール
し、その設定をクラスタ内の各ノードに複製します。
ゾーンルートを共有ストレージに設定することは、1 つのシステムから非グローバル
ゾーンを共有ストレージにインストールするだけで済むことを意味します。ゾーンルー
トは他のシステムにフェールオーバーできます。これを行うには、ゾーンが存在する
間、パッチを含むシステムソフトウェアが各システムで同一になっている必要がありま
す。

ローカルディスクにルートを持つゾーンの作成
クラスタ内の各ノードのローカルディスクにゾーンルートを作成します。アプリケーション
データ用のファイルシステムは共有デバイスに配置し、ループバックタイプまたは直接マ
ウントタイプにします。直接マウントファイルシステムの場合、ゾーンルートで始まる絶対パ
スでマウントポイントを指定して、グローバルゾーンからマウントコマンドを実行します。ルー
プバックファイルシステムの場合、ゾーンをブートする前にゾーンの設定にマウントポイン
トを追加します。
クラスタ内の各ノードのローカルディスクにゾーンルートを作成するには

1

zonecfg コマンドを使ってゾーンを設定します。
zonecfg -z newzone
zonecfg:newzone> create

2

ゾーンルートの場所を指定するように zonepath パラメータを設定します。
zonecfg:newzone> set zonepath=/export/home/newzone

3

アプリケーションデータがループバックマウントファイルシステムに存在する場合、
ゾーン内のループバックファイルシステムを作成します。

4

zonecfg 設定を終了します。
zonecfg> exit

5

ゾーンルートディレクトリを作成します。
mkdir zonepath

6

ゾーンルートディレクトリに対する権限を設定します。
chmod 700 zonepath

7

非グローバルゾーンをインストールします。
zoneadm -z zonename install
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8

サービスグループの SystemList 内にある各システムで手順 1 から手順 7 までを繰
り返します。

9

アプリケーションデータがループバックファイルシステム上に存在する場合、共有ス
トレージ上のアプリケーションデータを含むファイルシステムをマウントします。

10 ゾーンをブートします。
zoneadm -z zonename boot

11 アプリケーションデータが直接マウントファイルシステム上に存在する場合、ゾーン
ルートで始まる絶対パスを指定して、グローバルゾーンからファイルシステムをマウ
ントします。

共有ストレージへのゾーンルートの作成
クラスタ内の各ノードの共有ディスクの場所をポイントするゾーンルートを作成します。ア
プリケーションデータ用のファイルシステムは共有デバイスに配置し、ループバックタイプ
または直接マウントタイプにします。直接マウントファイルシステムの場合、ゾーンルートで
始まる絶対パスでマウントポイントを指定して、グローバルゾーンからマウントコマンドを実
行します。ループバックファイルシステムの場合、ゾーンをブートする前にゾーンの設定
にマウントポイントを追加します。
クラスタ内の各ノードの共有ディスクにゾーンルートを作成するには

1

ゾーンルート用の共有ストレージにファイルシステムを作成します。ゾーンルートを含
むファイルシステムは、アプリケーションデータを格納するファイルシステムと同じディ
スクグループに含めることができます。

2

zonecfg コマンドを使ってゾーンを設定します。
zonecfg -z newzone
zonecfg:newzone> create

3

ゾーンルートの場所を指定するように zonepath パラメータを設定します。
zonecfg:newzone> set zonepath=/export/home/newzone

4

アプリケーションデータがループバックマウントファイルシステムに存在する場合、
ゾーン内のループバックファイルシステムを作成します。

5

zonecfg 設定を終了します。
zonecfg> exit

6

ゾーンルートディレクトリを作成します。
mkdir zonepath
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7

ゾーンルートディレクトリに対する権限を設定します。
chmod 700 zonepath

8

サービスグループの SystemList 内にある各システムで手順 2 から手順 7 までを繰
り返します。

9

ストレージを共有するシステムの 1 つで、共有ストレージを含むファイルシステムを
zonepath で指定したディレクトリにマウントします。

10 次のコマンドを実行して、ゾーンパスがマウントされるシステムにゾーンをインストー
ルします。
zoneadm -z zonename install

11 アプリケーションデータがループバックファイルシステム上に存在する場合、共有ス
トレージ上のアプリケーションデータを含むファイルシステムをマウントします。

12 ゾーンをブートします。
zoneadm -z zonename boot

13 アプリケーションデータが直接マウントファイルシステム上に存在する場合、ゾーン
ルートで始まる絶対パスを指定して、グローバルゾーンからファイルシステムをマウ
ントします。

内部ゾーンの初期設定の実行
インストール後にゾーンを初めてブートするとき、ゾーンは未設定の状態です。ゾーンに
は、サービスを命名するための内部設定はありません。ロケールと時間帯は設定されて
おらず、他のさまざまな設定タスクも実行されていません。ゾーンのインストール後に、内
部ゾーンの初期設定を実行する必要があります。
以下の方法で、内部ゾーンの初期設定を実行できます。
■

sysidcfg ツール

■

ゾーンコンソールにログイン

詳しくは、Oracle 社のマニュアル『System Administration Guide: Oracle Solaris
Containers-Resource Management and Oracle Solaris Zones』の「内部ゾーンの初
期設定の実行」を参照してください。

ゾーンへのアプリケーションのインストールについて
ゾーンにアプリケーションをインストールするには、次のタスクを実行します。
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■

クラスタ内の各ノードでローカルにゾーンを作成した場合は、すべてのノードのすべ
てのゾーンに等しくアプリケーションをインストールします。Veritas High Availability
エージェントがサポートするアプリケーションをインストールする場合、そのエージェン
トのインストールと設定に関するガイドを参照してください。

■

エージェントをインストールします。エージェントパッケージがグローバルゾーンと既存
のゾーンにインストールされます。ゾーンが将来インストールされた場合、オペレーティ
ングシステムはそのゾーンにエージェントをインストールします。

■

サービスグループの設定でゾーンに設定されている、アプリケーションが使うマウント
ポイントをすべて定義する必要があります。

アプリケーション用のサービスグループの設定
アプリケーションサービスグループと必須のリソース依存関係を設定する必要があります。
次の図はリソース依存関係のさまざまな例を示しています。1 つは、ゾーンルートがロー
カルストレージにセットアップされている場合を示します。もう 1 つは、ゾーンルートが共
有ストレージにセットアップされている場合を示します。

リソースの依存関係図: ゾーンルートをローカルディスクに配置
次のリソース依存関係図は、ループバックファイルシステムと直接マウントファイルシステ
ム用に設定されるローカルディスク上のゾーン設定を示しています。
図 2-1 は、アプリケーションでループバックファイルシステムを使うローカルストレージ上
にゾーンルートがセットアップされる場合の依存関係図です。次の図では、Mount リソー
スを CFSMount リソースと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置き換えること
ができます。この設定では、サービスグループをパラレルサービスグループとするかどう
かを決定します。パラレルサービスグループとする場合、サービスグループのリソースに
関して、特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえば、各ノードの
IP リソースの Address 属性を変更する必要があります。
図 2-1

ゾーンルートをローカルディスクに配置（ループバックファイルシステ
ムを使用）
Application
IP
Zone

NIC

Mount
DiskGroup

アプリケ
ーション
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図 2-2 は、アプリケーションで直接マウントファイルシステムを使うローカルストレージ上に
ゾーンルートがセットアップされる場合の依存関係図です。次の図では、Mount リソース
を CFSMount リソースと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置き換えることが
できます。この設定では、サービスグループをパラレルサービスグループとするかどうか
を決定します。パラレルサービスグループとする場合、サービスグループのリソースに関
して、特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえば、各ノードの IP
リソースの Address 属性を変更する必要があります。
ゾーンルートをローカルディスクに配置（直接マウントファイルシステ
ムを使用）

図 2-2

Application
IP

Mount
Zone

NIC
DiskGroup

アプリケーション
ファイルシステム
のマウントとマウ
ント解除を管理

リソースの依存関係図: ゾーンルートを共有ディスクに配置
次のリソース依存関係図は、ループバックファイルシステムと直接マウントファイルシステ
ム用に設定される共有ディスク上のゾーン設定を示しています。
図 2-3 は、ループバックファイルシステムを使う共有ストレージ上にゾーンルートがセット
アップされる場合の依存関係図です。次の図では、Mount リソースを CFSMount リソー
スと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置き換えることができます。この設定で
は、サービスグループをパラレルサービスグループとするかどうかを決定します。パラレル
サービスグループとする場合、サービスグループのリソースに関して、特定の属性をロー
カライズする必要がある場合があります。たとえば、各ノードの IP リソースの Address 属
性を変更する必要があります。
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ゾーンルートを共有ストレージに配置（ループバックファイルシステム
を使用）

図 2-3

Application

IP
Zone

NIC
ゾーン
ルート

Mount

Mount
アプリケーション
ファイルシステム

DiskGroup

DiskGroup

図 2-4 は、アプリケーションで直接マウントファイルシステムを使う共有ストレージ上にゾー
ンルートがセットアップされる場合の依存関係図です。次の図では、Mount リソースを
CFSMount リソースと、DiskGroup リソースを CVMVolDg リソースと置き換えることがで
きます。この設定では、サービスグループをパラレルサービスグループとするかどうかを
決定します。パラレルサービスグループとする場合、サービスグループのリソースに関し
て、特定の属性をローカライズする必要がある場合があります。たとえば、各ノードの IP
リソースの Address 属性を変更する必要があります。
ゾーンルートを共有ストレージに配置（直接マウントファイルシステム
を使用）

図 2-4

Application

IP

Mount
アプリケーション
ファイルシステム

Zone
NIC
DiskGroup

Mount

アプリケーション
ディスクグループ

DiskGroup

ゾーンルート
ファイル
システム

サービスグループの作成時には次の原則を使います。
■

Mount リソースの MountPoint 属性をマウントパスに設定します。

■

アプリケーションで IP アドレスが必要な場合、サービスグループに IP リソースを設定
します。
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■

ゾーンルートファイルシステムを共有ストレージに配置する場合、ゾーンとアプリケー
ション用に別々のマウントを設定できますが（図参照）、ゾーンとアプリケーション用に
同じディスクグループを設定することもできます。

hazonesetup ユーティリティを使用したフェールオーバーサービスグルー
プでのゾーンリソースの設定
hazonesetup ユーティリティは、VCS 下でゾーンを設定するのに役立ちます。この項で
は、ゾーンルートの場所ベースにした一般的なシナリオについて説明します。
以下は、フェールオーバーシナリオでゾーンを設定するための 2 つの一般的なシナリオ
です。
■

ローカルストレージ上のゾーンルート
「ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用
して VCS 制御下にゾーンを設定するには」

■

共有ストレージ上のゾーンルート
「ゾーンルートが共有ストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用して
VCS 制御下にゾーンを設定するには」

2 ノードクラスタ（sysA と sysB）での例を考慮します。両方のノードでローカルゾーンが設
定されています。
ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用して
VCS 制御下にゾーンを設定するには

1

VCS の外部にある最初のノードでローカルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone boot

2

最初のノードで正しい引数を指定した hazonesetup を実行します。これにより、
フェールオーバーゾーンサービスグループとゾーンリソースが VCS 設定に追加され
ます。
sysA# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -s sysA,sysB

3

ゾーンサービスグループをクラスタ内の次のノードに切り替えます。
sysA# hagrp -switch zone_grp -sys sysB
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このノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。
hazonesetup ユーティリティは、ゾーンサービスグループとゾーンリソースがすでに
VCS 設定に存在していて、それに応じて設定が更新されることを検出します。
sysB# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -s sysA,sysB

5

クラスタ内の残りのすべてのノードで手順 3 と手順 4 を繰り返します。

ゾーンルートが共有ストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用して VCS
制御下にゾーンを設定するには

1

必要なストレージリソース（ディスクグループ、ボリューム、マウントなど）を使用して
フェールオーバーサービスグループを設定し、ノード上にゾーンルートをマウントし
ます。ストレージリソース間に必要な依存関係を設定します（ディスクグループ->ボ
リューム->マウント）
sysA# hagrp -add zone_grp
sysA# hares -add zone_dg DiskGroup zone_grp
sysA# hares -add zone_vol Volume zone_grp
sysA# hares -add zone_mnt Mount zone_grp
sysA# hares -link zone_mnt zone_vol
sysA# hares -link zone_vol zone_dg

2

最初のノードでサービスグループをオンラインします。これにより、ゾーンルートが最
初のノードにマウントされます。
sysA# hagrp -online zone_grp -sys sysA

3

VCS の外部にある最初のノードでローカルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone boot

4

最初のノードで正しい引数を指定した hazonesetup を実行します。手順 1 で設定
したサービスグループを使用します。これにより、ゾーンリソースが VCS 設定に追加
されます。

sysB# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone -p password -a -

5

ゾーンリソースと他のストレージリソースの間に正しい依存関係を設定します。ゾーン
リソースはストレージリソースに依存する必要があります（マウント->ゾーン）。
sysA# hares -link zone_res zone_mnt
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6

サービスグループをクラスタ内の次のノードに切り替えます。
sysA# hagrp -switch zone_grp -sys sysB

7

このノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを実行します。
hazonesetup ユーティリティは、サービスグループとゾーンリソースがすでに VCS
設定に存在していて、それに応じて設定が更新されることを検出します。
sysB# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -s sysA,sysB

8

クラスタ内の残りのすべてのノードで手順 6 と手順 7 を繰り返します。

hazonesetup ユーティリティを使用したパラレルサービスグループでの
ゾーンリソースの設定
hazonesetup ユーティリティは、VCS 下でゾーンを設定するのに役立ちます。この項で
は、ゾーンルートの場所をベースにした一般的なシナリオについて説明します。
ゾーンリソースがパラレルサービスグループに存在する場合、ノードが所有するローカル
ストレージまたは共有ストレージにゾーンルートを置くことができます。
2 ノードクラスタ（sysA と sysB）での例を考慮します。両方のノードでローカルゾーンが設
定されています。
ゾーンルートがローカルストレージにある場合に hazonesetup ユーティリティを使用して
VCS 制御下にゾーンを設定するには

1

VCS の外部にあるすべてのノードでローカルゾーンをブートします。
sysA# zoneadm -z local-zone boot sysB# zoneadm -z local-zone boot

2

すべてのノードで正しい引数を指定した hazonesetup ユーティリティを連続して実
行します。
sysA# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -l -s sysA,sysB
sysB# hazonesetup -g zone_grp -r zone_res -z local-zone¥
-p password -a -l -s sysA,sysB

3

最初のノードで hazonesetup を実行すると、パラレルゾーンサービスグループとゾー
ンリソースが VCS 設定に追加されます。他のノードで hazonesetup を実行すると、
ゾーンサービスグループとゾーンリソースがすでに VCS 設定に存在していて、それ
に応じて設定が更新されることを検出します。
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メモ: クラスタ内のゾーンが実行されているすべてのノードで hazonesetup を実行します。
これは、ローカルゾーンとグローバルゾーン間でパスワードなしの通信を有効にする
halogin コマンドを、hazonesetup がローカルゾーン内で実行するために必要です。
システム内の複数のゾーンに同じユーザーを使用することができます。さまざまなシステ
ムのさまざまなゾーンで hazonesetup ユーティリティを実行する間、同じユーザー名を指
定します。hazonesetup ユーティリティの実行時にユーザー名を指定しない場合、非セ
キュアクラスタ用に z_resname_hostname、セキュアクラスタ用に
z_resname_clustername というデフォルトのユーザー名が作成されます。

サービスグループ設定の修正
サービスグループの設定を修正するには、次の手順を実行します。
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ゾーン管理の設定を作成するには

1

hazonesetup スクリプトを実行して、ゾーンの設定を行います。
# hazonesetup [-t] sg_name -r res_name -z zone_name¥
[-u] user_name -p password [-a] [-l] -s systems

値は次のとおりです。
-t

VCS ゾーンユーザーのパスワードを更新します。

-g sg_name

VCS 設定で作成されるゾーンサービスグループの名前。

-r res_name

VCS 設定で作成されるゾーンリソースの名前。

-z zone_name

システムで設定されるゾーンの名前。

-u user_name

ローカルゾーンとグローバルゾーン間のパスワード不要の通信に使われる
VCS ユーザーの名前。ユーザー名を指定しない場合、デフォルトのユー
ザー名が使われます。

-p password

パスワード不要の通信に使われる VCS ユーザーのパスワード。
Symantec Authentication Service が有効な場合、パスワードは少なくと
も 6 文字以上である必要があります。

-a

グループの AutoStartList を設定します。

-l

パラレルサービスグループを設定します。-l オプションを指定しない場合、
デフォルトでフェールオーバーサービスグループが作成されます。

-s systems

ゾーンサービスグループを設定する必要のあるシステムのカンマ区切りリス
ト。たとえば sys1,sys2,sys3 のようになります。

アプリケーションサービスグループが存在しない場合、スクリプトがサービスグループ
を作成します。
スクリプトを実行すると、タイプ Zone のリソースがアプリケーションサービスグループ
に追加されます。スクリプトはゾーンにログインして halogin コマンドを実行します。
また、VCS でグローバルゾーンとローカルゾーン間のパスワード不要の通信が行え
るように、グループ管理者権限を持つユーザーアカウントも作成します。

2

ゾーン設定を反映するようにリソースの依存関係を変更します。詳しくは、リソースの
依存関係図を参照してください。
p.25 の 「アプリケーション用のサービスグループの設定」 を参照してください。

3

サービスグループの設定を保存して、サービスグループをオンラインにします。
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ゾーン設定の確認
hazoneverify コマンドを実行して、ゾーン設定を確認します。

このコマンドは次の要件を確認します。
■

サービスグループをホストするシステムに、ゾーンの実行に必要なオペレーティング
システムが搭載されている。

■

サービスグループに、タイプ Zone のリソースが 2 つ以上存在しない。

■

Zone リソースの依存関係が正しく設定されている。

ゾーン設定を確認するには
カスタムエージェントを使う場合、リソースタイプが APP_TYPES または SYS_TYPES
環境変数に追加されていることを確認します。

1

p.21 の 「ゾーンでのカスタムエージェントの使用」 を参照してください。
hazoneverify コマンドを実行して、ゾーン設定を確認します。

2

# hazoneverify servicegroup_name

保守タスクの実行
必要に応じて次の保守タスクを実行します。
■

ゾーン設定ファイルがすべてのノードで常に一致していることを確認します。ファイル
は /etc/zones/zone_name.xml に配置されています。

■

1 つのノードでオぺレーティングシステムにパッチを追加したりオぺレーティングシス
テムをアップグレードした場合は、すべてのノードでソフトウェアを必ずアップグレード
するようにします

■

アプリケーション設定がすべてのノードで同一であることを確認します。1 つのノード
でアプリケーション設定を更新した場合は、同じ更新をすべてのノードに適用します。

ゾーンのトラブルシューティング
VCS とゾーンのトラブルシューティングには次の情報を参照してください。
■

VCA HA コマンドが動作しない。
対処方法:
■

VCS パッケージがインストールされていることを確認します。

■

ゾーンから halogin コマンドを実行します。
halogin コマンドについて、詳しくは『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』

を参照してください。
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■

■

VCS 信用証明を確認します。パスワードが変更されていないことを確認します。

■

VxSS 証明書の期限が切れていないことを確認します。

ゾーン内のリソースがオンラインにならない。
対処方法:
■

VCS とエージェントパッケージが正しくインストールされていることを確認します。

■

アプリケーションがゾーンにインストールされていることを確認します。

■

エージェントの設定定義を確認します。

物理から仮想へのフェールオーバーと仮想から物理へのフェールオー
バーの設定（一般的なセットアップ）
この設定には、2 つの物理ノードが含まれます。1 つ目のノードではゾーンを設定しない
Solaris 10 を実行し（sysA）、もう 1 つのノードではゾーンを設定した Solaris 10 を実行
します（sysB）。
図 2-5

ゾーン内にフェールオーバーし、戻すことができるアプリケーション
サービスグループ
sysA

sysB

Zone
Zone

Zone

Mount

Mount

DiskGroup

DiskGroup

Solaris 10

Solaris 10

main.cf 設定ファイルで、コンテナ名、コンテナの種類、およびサービスグループ定義で
コンテナを有効にするかどうかを定義します。
ContainerInfo@sysA = {Name = Z1, Type = Zone, Enabled = 2}
ContainerInfo@sysB = {Name = Z1, Type = Zone, Enabled = 1}

sysA では、Enabled の値を 2 に設定してゾーンを無視し、アプリケーションが物理シス
テムで実行されるようにします。sysB では Enabled が 1 に設定されているため、サービ
スグループが sysB にフェールオーバーすると、フェールオーバー後にアプリケーション
はゾーン内で実行されます。同様に、アプリケーションは sysB から sysA にフェールオー
バーできます。
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ContainerInfo::Enabled を 2 に設定した場合、Zone エージェントは対応するグループ
の状態に基づいてリソースの状態を報告します。現在のところ、Zone エージェントはすべ
てのシステムのグループの状態をチェックします。クラスタ内の任意のノードでグループ
がオンラインの場合、Zone リソースはオンラインと報告されます。これにより、同時性違反
の問題が起こります。Zone エージェントは、ローカルシステムのグループの状態を検索
する必要があります。
メモ: Enable が 2 に設定されているノードでは、IMF を無効にする必要があります（この
例の sysA）。IMF を無効にするには、モードを 0 に設定します。

非グローバルゾーンへの VxFS ファイルシステムの追加
以前グローバルゾーンで作成した VxFS ファイルシステムをループバックファイルシステ
ムのマウントを使って非グローバルゾーンで使えるようにすることができます。この機能は、
特に、ファイルシステムへのアクセスを 1 つ以上の非グローバルゾーンと共有するためだ
けにファイルシステムを非グローバルゾーンで使えるようにする場合に役立ちます。たと
えば、設定ファイルを特定のファイルシステムで使うことができ、非グローバルゾーンでこ
の設定ファイルが必要な場合、ループバックファイルシステムのマウントを使ってこのファ
イルシステムを非グローバルゾーンと共有できます。
次のコマンドを実行すると、ファイルシステム /mnt1 へのアクセスをループバックファイル
システムのマウントとして既存の非グローバルゾーン myzone と共有できます。
# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/mnt1
zonecfg:myzone:fs> set special=/mnt1
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit
zonecfg:myzone> exit
dir の値は非グローバルゾーンのディレクトリです。special の値は、非グローバルゾー

ンでマウントされるグローバルゾーン内のディレクトリです。
注意: ループバックファイルシステムのマウントを使ってファイルシステムを非グローバル
ゾーンと共有すると、すべての非グローバルゾーンから同時にファイルシステムにアクセ
スできるようになります。ファイルシステムへのアクセスを共有の読み取り専用とする場合
のみこの方法を使ってください。
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非グローバルゾーンでファイルシステムを共有するためのループバックファイルシステム
マウントモードは、Veritas File System 4.1 以降でサポートされています。

グローバルゾーンからの VxFS ファイルシステムの直接
マウント
VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンで直接マウントすることによって、そのファ
イルシステムへの排他的アクセスを非グローバルゾーンに委任できます。直接マウントに
よって、ファイルシステムの表示とアクセスはこのファイルシステムを直接マウントした非グ
ローバルゾーンのみに限定されます。
p.36 の 「非グローバルゾーンでの VxFS ファイルシステムのマウント」 を参照してくださ
い。
p.37 の 「ゾーンの設定への直接マウントの追加」 を参照してください。
p.38 の 「非グローバルゾーン内での VxFS ファイルシステムの作成」 を参照してくださ
い。

非グローバルゾーンでの VxFS ファイルシステムのマウント
非グローバルゾーンで VxFS ファイルシステムを直接マウントするには、マウントするディ
レクトリが非グローバルゾーンにあり、グローバルゾーンからマウントを実行する必要があ
ります。次の手順では、非グローバルゾーン myzone でディレクトリ dirmnt をマウントパ
ス /zonedir/myzone/root/dirmnt でマウントします。
メモ: 非グローバルゾーンで直接マウントするためにグローバルゾーン /etc/vfstab ファ
イルに VxFS エントリを追加することはサポートされていません。非グローバルゾーン
は、/etc/vfstab の実行時にまだ起動していない可能性があるためです。
ファイルシステムが直接マウントによって非グローバルゾーンに委任されると、グローバル
ゾーンでマウントポイントを表示するには df コマンドではなく、mount コマンドを使いま
す。
非グローバルゾーンで VxFS ファイルシステムを直接マウントするには、次の手順を実
行します。

1

ゾーンにログインしてマウントポイントを作成します。
global# zlogin myzone
myzone# mkdir dirmnt
myzone# exit

2

グローバルゾーンからファイルシステムをマウントします。
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■

非クラスタファイルシステムの場合:
global# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/dg/vol1 /zonedir/zone1¥
/root/dirmnt

■

クラスタファイルシステムの場合:
global# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/dg/vol1 ¥
/zonedir/zone1/root/dirmnt

3

非グローバルゾーンにログインして、ファイルシステムがマウントされていることを確
認します。
global# zlogin myzone
myzone# df | grep dirmnt
/dirmnt (/dirmnt):142911566 blocks 17863944 files

ゾーンの設定への直接マウントの追加
非グローバルゾーンでは、zonecfg を使用してのゾーンのブート時に VxFS ファイルシ
ステムの直接マウントが自動的に実行されるように設定することもできます。ファイルシス
テムがマウントされる前に fsck コマンドが実行されます。fsck コマンドが失敗すると、
ゾーンのブートに失敗します。
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ゾーンの設定に直接マウントを追加するには

1

状態を確認し、ゾーンを停止します。
global# zoneadm list -cv
ID NAME
0 global
2 myzone

STATUS
running
running

PATH
/
/zones/myzone

BRAND
native
native

IP
shared
shared

global# zoneadm -z myzone halt

2

ゾーン設定にファイルシステムを追加します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/dirmnt
zonecfg:myzone:fs> set special=/dev/vx/dsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:fs> set raw=/dev/vx/rdsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:fs> set type=vxfs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit
zonecfg:myzone> exit

3

ゾーンをブートします。
global# zoneadm -z myzone boot

4

非グローバルゾーンにログインして、ファイルシステムがマウントされていることを確
認します。
global# zlogin myzone
myzone# df | grep dirmnt
/dirmnt (/dirmnt):142911566 blocks 17863944 files

非グローバルゾーン内での VxFS ファイルシステムの作成
VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーン内に作成できます。
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VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーン内に作成するには

1

ゾーンの状態を確認し、ゾーンを停止します。
global# zoneadm list -cv
ID NAME STATUS PATH BRAND IP
0 global running / native shared
2 myzone running /zones/myzone native shared
global# zoneadm -z myzone halt

2

ゾーンの設定にデバイスを追加します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone:fs> add device
zonecfg:myzone:fs> set match=/dev/vxportal
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone:fs> add device
zonecfg:myzone:fs> set match=/dev/fdd
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone:fs> add device
zonecfg:myzone:fs> set match=/dev/vx/rdsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone:fs> add device
zonecfg:myzone:fs> set match=/dev/vx/dsk/dg_name/vol_name
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone:fs> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> verify
zonecfg:myzone> commit
zonecfg:myzone> exit

3

ゾーンをブートします。
global# zoneadm -z myzone boot
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Veritas Storage Foundation Cluster File System のマ
ウント
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）では、クラスタとしてグルー
プ化された複数のノードから同じファイルシステムにアクセスすることをサポートします。
VxFS では、非グローバルゾーンでのクラスタマウントされたファイルシステムの共有と委
任をサポートします。
メモ: クラスタ化された VxFS ファイルシステムでの非グローバルゾーンのルート作成はサ
ポートされません。
p.36 の 「グローバルゾーンからの VxFS ファイルシステムの直接マウント」 を参照してく
ださい。
非グローバルゾーンで SFCFS をサポートするための必要条件は、グローバルゾーンで
SFCFS をサポートするための必要条件と同じです。重要な点は次のとおりです。
■

lofs（ループバックファイルシステム）のマウントと直接マウントの両方がサポートされて
いますが、直接マウントをお勧めします

■

デバイスはすべてのノードで表示でき、共有する必要があります

■

すべてのノードでマウントポイントのパスが同じである必要があります

■

すべてのノードでゾーン名と設定が同じである必要があります

非グローバルゾーンでの SFCFS のサポートは、Veritas File System 5.0 Maintenance
Pack 1 以降で利用できます。

VxFS クラスタファイルシステム設定での非グローバル
ゾーンルートの作成
クラスタ内の各システムが VxFS クラスタファイルシステム上の非グローバルゾーンを認識
できるように、次の手順が用意されています。
VxFS クラスタファイルシステム設定で非グローバルゾーンルートを作成するには

1

最初のシステムで、非グローバルゾーンを設定、インストール、ブート、および停止
し、そのゾーンルートを削除します。
■

非グローバルゾーンを設定します。
# zonecfg -z zonename

ここで、zonename はゾーンの名前です。
詳しくは Oracle 社のマニュアルを参照してください。
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■
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非グローバルゾーンをインストールします。
# zoneadm -z zonename install

■

非グローバルゾーンをブートします。
# zoneadm -z zonename boot

■

非グローバルゾーンを停止します。
# zoneadm -z zonename halt

■

ゾーンルートを削除します。
# rm -rf zonepath/zonename

ここで、zonepath はゾーンを作成した場所です。

2

非グローバルゾーンが installed 状態であることを確認します。
# zoneadm list -cv
ID NAME
0 global
- zonename

STATUS
running
installed

PATH
BRAND
/
native
/zonepath/zonename native

IP
shared
shared

非グローバルゾーンが installed 状態でない場合は、非グローバルゾーンが正しく
設定されてない可能性があります。Sun Microsystems 社のマニュアルを参照して
ください。

3

最後のシステムを除き、クラスタ内の各システムに手順 1 と 2 を繰り返します。

4

クラスタ内の最後のシステムで、非グローバルゾーンを設定、インストール、および
ブートます。
■

非グローバルゾーンを設定します。
# zonecfg -z zonename

詳しくは Oracle 社のマニュアルを参照してください。
■

非グローバルゾーンをインストールします。
# zoneadm -z zonename install

■

非グローバルゾーンをブートします。
# zoneadm -z zonename boot

■

手順 1 でゾーンを停止したシステムで、非グローバルゾーンをブートします。
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# zoneadm -z zonename boot

非グローバルゾーンでの同時 I/O アクセス
同時 I/O によって、複数のプロセスは他の read(2) 呼び出しまたは write(2) 呼び出し
をブロックすることなく、同じファイルに読み書きを実行できます。POSIX セマンティクスで
は、read 呼び出しと write 呼び出しをファイル上で他の read 呼び出しと write 呼び
出しとシリアル化する必要があります。同時 I/O は通常、データアクセスに高いパフォー
マンスを必要とし、同じファイルに並行書き込みを実行しないアプリケーションで使われま
す。
Veritas Storage Foundation では、非グローバルゾーンで実行されるアプリケーション
についても同時 I/O をサポートします。つまり、非グローバルゾーンで実行されるプロセ
スは、グローバルゾーンまたは非グローバルゾーンの他のプロセスと同時にファイルにア
クセスできます。アプリケーションまたは実行スレッドは、同時 I/O を使っているときに同じ
ファイルへの書き込み動作を調整する必要があります。
アプリケーションは次の動作を実行して、ファイルで同時 I/O 勧告を有効にする必要が
あります。
fd=open(filename, oflag)
ioctl(fd, VX_SETCACHE, VX_CONCURRENT)
write(fd, buff, numofbytes)

Veritas extension for Oracle Disk Manager
Veritas extension for Oracle Disk Manager（ODM）は、特に Oracle9i 以降でファイ
ル管理とディスク I/O のスループットを向上するために開発されました。Oracle Disk
Manager の機能は、Veritas File System に構成されたデータベースの最適化機能の
1 つです。Oracle Disk Manager を使うと、Oracle9i 以上のユーザーは、特殊な I/O 最
適化により、I/O の多い作業負荷を持つデータベースの性能を改善できます。
Veritas extension for Oracle Disk Manager は、非グローバルゾーンでサポートされま
す。非グローバルゾーンで Oracle 10g を実行し、Oracle Disk Manager を使うために
は、Oracle ソフトウェアのバージョンが 10.1.0.3 以上である必要があります。
VRTSodm パッケージを扱う場合、パッケージやパッチをインストールまたは削除すると
きに注意する必要があります。詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

p.48 の 「非グローバルゾーンでのパッケージおよびパッチのインストール」 を参照し
てください。

■

p.48 の 「非グローバルゾーン設定でのパッケージとパッチの削除」 を参照してくださ
い。
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次の手順では、Veritas File System を使って非グローバルゾーンから Oracle Disk
Manager ファイルへのアクセスを可能にします。
Veritas File System を使って非グローバルゾーンから Oracle Disk Manager ファイル
へのアクセスを可能にするには、次の手順を実行します。

1

/etc/vx/licenses/lic ディレクトリを lofs として非グローバルゾーンにエクスポー

トして、グローバルゾーンのライセンスを非グローバルゾーンで認識できるようにしま
す。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add fs
zonecfg:myzone:fs> set dir=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set special=/etc/vx/licenses/lic
zonecfg:myzone:fs> set type=lofs
zonecfg:myzone:fs> end
zonecfg:myzone> commit

2

グローバルゾーンから非グローバルゾーンパスに /dev/odm ディレクトリを作成しま
す。
global# mkdir -p myzonepath/dev/odm

3

非グローバルゾーンにログインし、手動または起動スクリプトを使うことで /dev/odm
をマウントします。次のいずれかを使用します。
■ global# zlogin myzone

myzone# mount -F odm /dev/odm /dev/odm

または
■ global# zlogin myzone

myzone# /lib/svc/method/odm start

非グローバルゾーンへの VxVM ボリュームのエクスポー
ト
zonecfg コマンドを使って、ボリュームデバイスノードを非グローバルゾーンで使うために

エクスポートできます。次の手順では、ボリューム vol1 を非グローバルゾーン myzone で
使えるようにします。
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注意: 非グローバルゾーンへの RAW ボリュームのエクスポートには、セキュリティリスクが
伴います。ゾーン管理者が不良形式のファイルシステムを作成する可能性があり、後で
マウントしようとしたときにシステムでパニックが起きる可能性があります。RAW ボリューム
に直接書き込んだり、非グローバルゾーンにエクスポートしたり、dd などのユーティリティ
を使うと、状況によってはデータの破損を招く可能性があります。
非グローバルゾーンに VxVM ボリュームをエクスポートするには、次の手順を実行しま
す。

1

グローバルゾーンでボリューム vol1 を作成します。
global# ls -l /dev/vx/rdsk/rootdg/vol1
crw------1 root
root
301, 102000 Jun 3
12:54 /dev/vx/rdsk/rootdg/vol1crw------1 root sys
301, 10200
0 Jun 3 12:54 /devices/pseudo/vxio@0:rootdg,vol1,102000,raw

2

ボリュームデバイス vol1 を非グローバルゾーン myzone に追加します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> add device
zonecfg:myzone:device> set match=/dev/vx/rdsk/mydg/vol1
zonecfg:myzone:device> end
zonecfg:myzone> commit

3

デバイスが非グローバルゾーンに表示されていることを確認します。
global# zoneadm -z myzone halt
global# zoneadm -z myzone boot

4

/myzone/dev/vx に RAW ボリュームノードがあり、非グローバルゾーンでその RAW

ボリュームノードに対して I/O を実行できることを確認します。
これで、エクスポートしたデバイスを使って I/O を実行し、ファイルシステムを作成で
きるようになりました。

Solaris 10 のグローバルゾーンの VxVM デバイス
Solaris 10 オペレーティング環境では、各ボリュームノードエントリに対応する物理ノード
が 2 つあります。それは、/devices と /dev の 2 つで、それぞれ同じメジャー番号とマイ
ナー番号が設定されます。物理ノードは次のように表示されます。
/devices raw volume node : /devices/pseudo/vxio@0:
dgname,volname,minor_number,raw
/devices block volume node : /devices/pseudo/vxio@0:
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dgname,volname,minor_number,blk
/dev raw volume node : /dev/vx/rdsk/dgname/volumename
/dev block volume node : /dev/vx/dsk/dgname/volumename

次の例は /devices 内のサンプル値を示したものです。
ls -l /devices/pseudo/vxio*vol1*
brw------1 root
sys
302, 66000 Mar 25
17:21 /devices/pseudo/vxio@0:mydg,vol1,66000,blk
crw------1 root
sys
302, 66000 Mar 25
17:21 /devices/pseudo/vxio@0:mydg,vol1,66000,raw

次の例は /dev 内のサンプル値を示したものです。
ls -l /dev/vx/*dsk/mydg/vol1
brw------crw-------

1 root
1 root

root
root

302, 66000 Mar 25 17:21 /dev/vx/dsk/mydg/vol1
302, 66000 Mar 25 17:21 /dev/vx/rdsk/mydg/vol1

非グローバルゾーンからの VxVM ボリュームの削除
非グローバルゾーンから VxVM ボリュームを削除する手順は次のとおりです。
非グローバルゾーンから VxVM ボリュームを削除するには
◆

ボリュームデバイス vol1 を非グローバルゾーン myzone から削除します。
global# zonecfg -z myzone
zonecfg:myzone> remove device match=/dev/vx/rdsk/rootdg/vol1
zonecfg:myzone> end
zonecfg:myzone> commit

Solaris 非グローバルゾーンの障害回復用の設定
Solaris ゾーンを障害回復用に設定するには、Hitachi TrueCopy、EMC SRDF、Veritas
Volume Replicator などのレプリケーション方法を使用してゾーンルートをレプリケートし
ます。プライマリサイトとセカンダリサイトが別々の IP サブネットに存在する場合、プライマ
リサイトでのゾーンのネットワーク設定は、セカンダリサイトで有効にならないことがありま
す。したがって、ゾーンリソースに対して、以下の追加の設定変更を行う必要があります。
非グローバルゾーンを障害回復用に設定するには、グローバルゾーンの両方のサイトに
ある VCS を GCO オプションを使用して設定します。
グローバルクラスタ、グローバルクラスタの設定と使用法について詳しくは『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
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非グローバルゾーンを障害回復用に設定するには

1

プライマリサイトで、非グローバルゾーンを作成し、ネットワークパラメータを設定しま
す。
■ zonecfg コマンドを使用して、プライマリサイトに非グローバルゾーンを作成しま

す。
■

非グローバルゾーンが排他的 IP ゾーンとして設定されている場合は、ネットワー
クアダプタを非グローバルゾーンの設定に追加します。ネットマスクとゲートウェ
イに加えて、IP アドレスをネットワークアダプタに割り当てます。

■

ゾーンのブート後、ホスト名、DNS サーバー、DNS ドメイン、DNS 検索パスなど
の他のネットワーク関連情報を該当するファイル
（/etc/hostname、/etc/resolve.conf）に設定します。

2

プライマリサイトでゾーンを停止します。

3

レプリケーション固有のコマンドを使用して、プライマリサイトからセカンダリサイトにレ
プリケーションをフェールオーバーします。

4

セカンダリサイトで手順 1 を繰り返します。

5

プライマリクラスタとセカンダリクラスタで、手順 6、手順 7、手順 8、手順 9 を繰り返
します。

6

非グローバルゾーン用の VCS ゾーンリソースを使用して VCS サービスグループを
作成します。
キーとサイト固有の値（HostName、DNSServers、DNSSearchPath、DNSDomain）
を使用して、ゾーンリソースの DROpts 属性を設定します。非グローバルゾーンがこ
のサイトの排他的 IP ゾーンである場合、ゾーンリソースの DROpts 属性のキー（デ
バイス（ネットワークアダプタ名）、IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ）を設定しま
す。

7

該当するマウントリソースとディスクグループリソースを、非グローバルゾーンのゾー
ンルートが存在するファイルシステムとディスクグループに追加します。ゾーンリソー
スからマウントリソースへのリソース依存関係と、マウントリソースからディスクグルー
プリソースへの別の依存関係を追加します。

8

レプリケーションを管理するためのサービスグループに、以下のいずれかの VCS レ
プリケーションリソースを追加します。
■

ハードウェアレプリケーションエージェント
これらのエージェントには、EMC SRDF 用の SRDF、Hitachi TrueCopy 用の
HTC、EMC MirrorView 用の MirrorView などがあります。レプリケーションリ
ソースの設定方法について詳しくは、該当する VCS レプリケーションエージェン
トマニュアルを参照してください。

■

VVRPrimary エージェント
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VVR ベースのレプリケーション用に、RVGPrimary リソースをサービスグループに
追加します。
詳しくは、以下のマニュアルを参照してください。

9

■

VVR 関連のリソースについて詳しくは『Veritas Storage Foundation and High
Availability Solutions Replication Administrator's Guide』を参照してくださ
い。

■

VVR 関連のエージェントについて詳しくは『Veritas 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。

ディスクグループリソースからレプリケーションリソースへの依存関係を追加します。

図 2-6

ハードウェアレプリケーションベースの非グローバルゾーンのリソー
ス依存関係の例を示した図

Zone
Mount
DiskGroup
SRDF

図 2-7

VVR レプリケーションベースの非グローバルゾーンのリソース依存関
係の例を示した図

Zone

Mount

RVGPrimary

リソースがサイトでオンラインになっている場合、レプリケーションリソースは以下を確認し
ます。
■

下位レプリケートデバイスがプライマリモードになっていることと、下位ストレージとゾー
ンルートが読み書きモードになること。

■

リモートデバイスがセカンダリモードになっていること。

したがって、ゾーンリソースがオンラインになると、リソースは障害回復関連のパラメータを
非グローバルゾーンに適用するために非グローバルゾーン内の該当するファイルを変更
します。
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Storage Foundation での非グローバルゾーンサポート
に関するソフトウェア制限
ここでは、このリリースで適用される Storage Foundation での非グローバルゾーンサポー
トに関するソフトウェア制限について説明します。

非グローバルゾーンに設定されているボリュームは削除できない
一部の Solaris リリースでは、Solaris 非グローバルゾーンに設定されているボリューム
ノードを削除できません。この問題は Solaris パッチ 122660-10 で解決できます。

非グローバルゾーンでは管理者コマンドがサポートされない
ボリュームのサイズ変更、ボリュームセットへのボリュームの追加、ファイルシステムの再編
成など、すべての管理タスクはグローバルゾーンでのみサポートされます。このため、非
グローバルゾーンでの fsadm、fsvoladm、vxassist などの管理コマンドの実行と管理
用の ioctl は、VxFS でも VxVM でもサポートされません。

クラスタマウントされた VxFS ファイルシステムは非グローバルゾーンの
ルートとしてサポートされない
現在、クラスタマウントされた VxFS ファイルシステムを非グローバルゾーンのルートとして
使うことはできません。

QIO と CQIO はサポートされない
非グローバルゾーンでの Quick I/O と Cached Quick I/O は、VxFS でサポートされませ
ん。

非グローバルゾーンでのパッケージおよびパッチのインストール
パッケージや、グローバルゾーンの Veritas 製品に適用されたパッチの更新が非グロー
バルゾーンにも伝播されるように、非グローバルゾーンがブート可能な状態
（installed/running）になっていることを確認します。たとえば、システムにインストールさ
れたソフトウェアを更新するには、patchadd、pkgadd、または CPI のインストールスクリプ
トを実行するときに、非グローバルゾーンのルートファイルシステムを含んでいるディスク
グループがインポート済みであり、ファイルシステムがマウントされている必要があります。

非グローバルゾーン設定でのパッケージとパッチの削除
非グローバルゾーンがシステム構成の一部であり VRTSodm パッケージがインストール
されている場合、VRTSodm パッケージの削除または製品のアンインストールを行う前に、
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それぞれの非グローバルゾーンで /dev/odm のマウントが解除されていることを確認して
ください。これによって、グローバルゾーンでの odm モジュールのアンロードを阻害する
可能性のある非グローバルゾーンの odm モジュールの参照が存在しなくなります。
次のコマンドを使って非グローバルゾーンの /dev/odm をマウント解除できます。
global# zlogin myzone
myzone# umount /dev/odm

ルートボリュームは非グローバルゾーンに追加できない
ルートボリュームは非グローバルゾーンに追加できません。

一部の Veritas Volume Manager 操作により、ボリュームデバイス名の
不一致が発生する場合がある
ボリュームを非グローバルゾーンにエクスポートすると、一部の Veritas Volume Manager
操作によりグローバルと非グローバルのボリューム名が一致しなくなり、データの破損が
生じる場合があります。これは、Solaris オペレーティング環境のゾーンサポートが
devfsadm（1M）コマンドに対応していないため、ゾーン設定は /dev や /devices の名
前空間の変更によって更新されないためです。
デバイス名の不一致が発生する可能性のある操作は次のとおりです。
■

ボリュームの削除

■

ディスクグループのインポート

■

ディスクグループのデポート

■

ディスクグループ名またはボリューム名の変更

■

ディスクグループの再マイナー化

■ vxconfigd

の再起動またはカーネルのリセット

ボリュームが非グローバルゾーンにエクスポートされ、そのボリュームでデバイス名の不一
致が発生する可能性のある操作が実行されたときに、デバイス名の不一致が発生しない
ようにするには、zonecfg コマンドを使ってボリュームをゾーン設定から削除して、zoneadm
コマンドを使ってゾーンを再ブートします。
zonecfg（1M）マニュアルページと zoneadm（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: Solaris デバイスの /dev または /devices デバイスノードが非グローバルゾーンに
設定された後で変更されると、この問題が発生します。
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svc:/system/vxfs/vxfsldlic サービスが非グローバルゾーンで有

効になっていません。
ゾーンが設定されているホストに VRTSvxfs パッケージをインストールしても、設定または
インストール済みの非グローバルゾーンで svc:/system/vxfs/vxfsldlic サービスは
自動的に開始しません。その結果、svc:/milestone/multi-user サービスが、
VRTSvxfs パッケージのインストール後に保守モードになる場合があります。
回避策: 以下のコマンドを使用して、非グローバルゾーンの
svc:/system/vxfs/vxfsldlic サービスを有効にします。
svcadm enable svc:/system/vxfs/vxfsldlic
svcadm clear svc:/milestone/multi-user
svcadm enable svc:/milestone/multi-user

3
Storage Foundation and
High Availability Solutions
による Solaris プロジェクトの
サポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Solaris プロジェクトについて

■

Solaris プロジェクトの VCS サポートについて

■

Solaris プロジェクトでの VCS の設定

Solaris プロジェクトについて
Solaris オペレーティングシステムには、作業負荷を識別するためのプロジェクト機能が
用意されています。プロジェクトは、関連する作業を使いやすい方法でグループ化する
ための管理タグとして機能します。たとえば、営業アプリケーション用のプロジェクトとマー
ケティングアプリケーション用のプロジェクトを別々に作成できます。営業プロジェクト内の
営業アプリケーションに関連するすべてのプロセスと、マーケティングプロジェクト内のマー
ケティングアプリケーション用のプロセスを作成することで、ビジネスとして意味のある方
法で作業負荷を分割して制御できます。
複数のプロジェクトに属しているユーザーは、複数プロジェクト内のプロセスを同時に実
行できます。この複数プロジェクトアプローチにより、ユーザーは同時に複数の作業負荷
に参加できるようになります。プロセスが開始するすべてのプロセスは、親プロセスのプロ
ジェクトを継承します。その結果、起動スクリプト内で新しいプロジェクトに切り替えること
で、新しいプロジェクト内のすべての子プロセスが実行されます。
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詳しくは、『System Administration Guide: Solaris Containers--Resource Management
and Solaris Zones』という Solaris オペレーティング環境のマニュアルを参照してくださ
い。

Solaris プロジェクトの VCS サポートについて
VCS では、Solaris プロジェクトで実行するアプリケーションのためにアプリケーション管
理と高可用性が提供されます。

VCS と Solaris プロジェクトの動作に関する概要
VCS を使って次の作業を実行できます。
■

Solaris プロジェクトの開始、停止、監視、およびフェールオーバー。

■

Solaris プロジェクト内で実行されるアプリケーションの開始、停止、監視、およびフェー
ルオーバー。

VCS によるコンテナのモデル化
VCS と必須のエージェントはグローバルゾーンで動作します。Solaris プロジェクトで実行
するアプリケーションの場合、エージェントはプロジェクト内のオンラインエントリポイントを
実行できます。リソースで障害が発生した場合、VCS はサービスグループをフェールオー
バーします。

VCS 環境でのプロジェクトのインストールと設定
プロジェクトをインストールおよび設定します。標準アプリケーションリソースタイプ（アプリ
ケーション、ストレージ、ネットワーク）と Project リソースを使ってサービスグループを作成
します。VCS はプロジェクトをリソースとして管理します。次に、サービスグループの
ContainerInfo 属性を設定します。

ContainerInfo 属性の設定
サービスグループの ContainerInfo 属性では、Solaris プロジェクトについての情報を
指定します。ContainerInfo 属性の設定および有効化の際に、サービスグループ内のプ
ロジェクト対応リソースを有効にして、プロジェクト環境で動作するようにしてあります。VCS
は、プロジェクト情報をサービスグループレベルで定義するので、各リソースに対して定
義する必要はありません。システムごとに ContainerInfo 属性の値を指定する必要があ
ります。
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ContainerInfo サービスグループの属性について
ContainerInfo 属性には、Name キー、Type キー、Enabled キーがあります。Name
キーはコンテナの名前を定義します。Type キーによって、使用するコンテナの種類を選
択できます。Enabled キーによって、プロジェクト対応リソースをサービスグループ内で有
効にできます。ContainerInfo 属性は、コンテナでサービスグループを使うことができる
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
コンテナの種類。この値は Project に設定できます。

■

Enabled
コンテナを無効にする場合は値を 0 に指定します。コンテナを有効にする場合は値
を 1 に指定します。物理から仮想および仮想から物理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。値が 2 の場合、Project リソースは実在しないエ
ンティティを模倣します。

この属性の値は、システムごとに設定できます。

ContainerOpts リソースタイプ属性について
ContainerOpts リソース属性は、プロジェクト対応リソースタイプの事前設定値です。次
の内容を決定します。
■

プロジェクト対応リソースをプロジェクト内で実行できるかどうか。

■

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がリソースに
渡されるかどうか。

これらの値は ContainerInfo サービスグループ属性を設定するときのみ有効です。
属性のキーは次のとおりです。
プロジェクト対応タイプに関する ContainerOpts リソースタイプ属性の定義には次の値
が含まれます。
■

RunInContainer
RunInContainer キーの値が 1 である場合、そのリソースのオンラインエージェント関
数（エントリポイント）はプロジェクトの内部で実行されます。
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）。
RunInContainer 値では、コンテナ内で実行できるのはスクリプトエージェント関数
（エントリポイント）のみであるという制限があります。

■

PassCInfo
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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。

プロジェクト対応リソース
現在のところ、プロセス、アプリケーション、Oracle リソースはプロジェクト対応です。Solaris
プロジェクト用に設定されたサービスグループにプロセス、アプリケーション、または Oracle
以外のリソースが含まれている場合は、RunInContainer を 0 に設定することをお勧めし
ます。

Project エージェントについて
Project エージェントは Solaris プロジェクトの監視、オンライン化、およびオフライン化を
行います。
このエージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレン
スガイド』を参照してください。

Solaris プロジェクトでの VCS の設定
次の作業を実行して、プロジェクトに VCS を設定します。
第 1 番目

前提条件を確認します。
p.54 の 「プロジェクトに VCS を設定するための前提条件」 を参照してくださ
い。

第 2 番目

プロジェクトルートの場所（ローカルストレージまたは共有ストレージ）を決定
します。

第 3 番目

アプリケーションをプロジェクトにインストールします。

第 4 番目

アプリケーションサービスグループを作成し、そのリソースを設定します。

プロジェクトに VCS を設定するための前提条件
プロジェクトに VCS を設定する場合は、次の前提条件を確認してください。VCS ではプ
ロセス、アプリケーション、および Oracle エージェントのみがサポートされます。

プロジェクトでのカスタムエージェントの使用
カスタムエージェントを使う場合、プロジェクトでの使用について次の情報を確認してくだ
さい。
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■

プロジェクト内で実行されるアプリケーションをカスタムエージェントを使って監視する
場合、エージェントがスクリプトベースのエントリポイントを必ず使うようにします。VCS
は、プロジェクト内部での C++ エントリポイントの実行をサポートしません。

■

カスタムエージェントでプロジェクト内のアプリケーションを監視する場合、カスタムエー
ジェントの種類に関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 1 および
PassCInfo = 0 と設定します。

■

カスタムエージェントでプロジェクト内のアプリケーションを監視しない場合、カスタム
エージェントの種類に関して、ContainerOpts 属性の値を RunInContainer = 0 お
よび PassCInfo = 0 と設定します。

例については、『Veritas 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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4
Storage Foundation and
High Availability Solutions
による Oracle VM Server for
SPARC（論理ドメイン）のサ
ポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle VM Server for SPARC の専門用語

■

Oracle VM Server for SPARC 配備モデル

■

Oracle VM server for SPARC に Storage Foundation High Availability ソリュー
ションを配備することの利点

■

機能

■

分割 Storage Foundation スタックモデル

■

ゲストベース Storage Foundation スタックモデル

■

システム必要条件

■

Veritas 製品のリリースノート

■

製品のライセンス

■

Oracle VM Server for SPARC 環境での Storage Foundation のインストール

■

制御ドメインからのゲストドメインへの Veritas ボリュームのエクスポート
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■

ゲストドメインのストレージのプロビジョニング

■

Veritas Volume Manager スナップショットを使った論理ドメインブートディスクのク
ローン作成

■

Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの障害回復用の設定

■

ソフトウェアの制限事項

■

既知の問題

Oracle VM Server for SPARC の専門用語
Oracle VM Server for SPARC で Veritas ソフトウェアを設定するときには、次の用語が
使用されます。
表 4-1

Oracle VM Server for SPARC の用語一覧

用語

定義

論理ドメイン

同一の物理ホスト内に固有のオペレーティング
システム、リソース、ID を持つ論理ドメインまたは
仮想コンピュータです。

ハイパーバイザ

論理ドメイン内で稼働しているオペレーティング
システムに対し、sun4v アーキテクチャと呼ばれ
る安定したインターフェース経由でハードウェア
固有のサポート機能セットを提供するファーム
ウェアレイヤーです。ハイパーバイザはオペレー
ティングシステムとハードウェアレイヤーの間に
位置します。

Logical Domains Manager

ハイパーバイザ、論理ドメインと通信してリソース
の追加と削除や論理ドメインの作成などの変更
を順序付けするソフトウェアです。
Logical Domains Manager の管理インター
フェースでは、システムの物理デバイスと仮想デ
バイスのマッピングを追跡できます。

制御ドメイン

論理ドメインの設定と破棄のための設定プラット
フォームをシステムに提供するプライマリドメイン
です。
Logical Domains Manager ソフトウェアを実行
して論理ドメインの作成と物理リソースの割り当
てを制御します。
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用語

定義

I/O ドメイン

PCI Express カード、ストレージユニット、ネット
ワークデバイスなどの入出力デバイスに対する
直接の物理アクセスを制御します。デフォルトの
I/O ドメインは制御ドメインです。

ゲストドメイン

制御ドメインと I/O ドメインから提供される仮想デ
バイスを利用して制御ドメインの管理下で稼働し
ます。

仮想デバイス

ハイパーバイザで抽象化されてプラットフォーム
内の論理ドメインに表示される CPU、メモリ、入
出力デバイスなどの物理システムハードウェアで
す。

論理ドメインチャネル（LDC）

ハイパーバイザで作成される 2 点間の全二重リ
ンクです。LDC は仮想デバイスとゲストドメイン間
のデータパスになり、論理ドメインの仮想ネット
ワークを確立します。

仮想ディスククライアント

ゲストドメインにある Solaris カーネルモジュール
で、そのゲストに表示される仮想ディスクを制御
し、アプリケーションに標準デバイスインター
フェースを提供します。

仮想ディスクサーバー

制御ドメインにある Solaris カーネルモジュール
であり、ゲストドメインの仮想ディスクとしてさまざ
まなバックエンドデバイスをエクスポートします。

Oracle VM Server for SPARC 配備モデル
Oracle VM Server for SPARC は Solaris SPARC プラットフォームの仮想化技術の 1
つで、同一の物理システム上に独立した仮想コンピュータ環境を作成できます。これに
よって、1 つのシステムにかかる作業負荷の統合整理と集中管理が可能になります。
Veritas Storage Foundation は次の 2 つの配備モデルで論理ドメインをサポートしま
す。
■

分割 Storage Foundation スタック

■

ゲストベース Storage Foundation スタック
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）は、ゲストベース Storage
Foundation スタックでのみサポートされます。

p.107 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster Server の設定モデ
ル」 を参照してください。
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分割 Storage Foundation スタック
このモデルは 5.0 MP1 リリースで初めてサポートされ、このリリースでも引き続きサポート
されます。
p.65 の 「分割 Storage Foundation スタックモデル」 を参照してください。
p.108 の 「障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーする Veritas Cluster Server
の設定」 を参照してください。

ゲストベース Storage Foundation スタック
このモデルのサポートは 5.0 MP3 リリースで導入されました。
p.93 の 「既知の問題」 を参照してください。
メモ: SFCFS のスタックは、複数の物理サーバー内または複数の物理サーバーにわたる
複数の I/O のドメインにわたってインストールできます。
p.105 の 「Veritas Cluster Server の制限事項」 を参照してください。

Oracle VM server for SPARC に Storage Foundation
High Availability ソリューションを配備することの利点
Oracle VM Server for SPARC 環境には複数の利点があります。

ツールの標準化
オペレーティングシステムのホスティング方法にかかわらず、一貫して使えるストレージ管
理ツールによって、管理にかかる時間が短縮され、環境の複雑さを緩和できます。
制御ドメインの Storage Foundation は非仮想環境と同じコマンドセット、ストレージの名
前空間、環境を提供します。

アレイの移行
Storage Foundation のデータ移行は、中央の 1 つの場所、つまり Storage Foundation
管理ホストによって利用されるアレイからすべてのストレージを移行する方法で実行でき
ます。
この強力な中央集中型のデータ移行機能は Storage Foundation Manager 1.1 以降で
利用できます。
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物理環境と仮想環境間のストレージの移動
物理環境から仮想環境への困難なデータ移行が Storage Foundation によって簡単で
安全になります。
Storage Foundation では、管理者が同じストレージまたはテスト移行用のストレージの
コピーを仮想環境に割り当て直すのみであり、移動元から移動先にデータをコピーする
必要はまったくありません。

ブートイメージの管理
ユーザーはこの環境内で Storage Foundation を使うことで、インスタントスナップショッ
トなどの機能を利用してブートイメージを含めることや、制御ドメインの中央の 1 つの場所
からブートイメージを管理することができます。

機能
ここでは、Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions 内の製品を
使って、Oracle VM Server for SPARC 内の一部の機能について説明します。

Storage Foundation の機能
次の機能が Storage Foundation に適用されます。

vxloadm ユーティリティによって VxVM ボリューム内のファイルシ
ステムへの制御ドメインからのアクセスが可能となる
vxloadm ユーティリティを使用すると、ゲストドメインの外部、つまり制御ドメインから VxVM

ボリューム内のファイルシステムにアクセスできます。これは、vxlo ドライバを使って、ボ
リューム内に含まれるすべてのパーティションをマップすることによって行われます。パー
ティションに有効なファイルシステムが含まれる場合、パーティションはその後マウントで
きます。
vxloadm ユーティリティを使うには

1

vxlo ドライバをメモリにロードします。
# cd /kernel/drv/sparcv9
# add_drv -m '* 0640 root sys' vxlo
# modload vxlo

2

ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認します。
# modinfo| grep vxlo
226 7b3ec000

3870 306

1

vxlo (Veritas Loopback Driver 0.1)
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3

vxloadm ユーティリティを実行します。
# /etc/vx/bin/vxloadm

4

これでユーティリティを使うことができます。
p.62 の 「vxloadm ユーティリティの使用例」 を参照してください。

5

vxloadm ユーティリティの使用が終了したら、vxlo ドライバをアンロードすることをお

勧めします。
# rem_drv vxlo
# modinfo| grep vxlo
226 7b3ec000

3870 306

1

vxlo (Veritas Loopback Driver 0.1)

# modunload -i 226
226 は、modinfo | grep vxlo コマンドによって取得したモジュール ID です。

vxloadm ユーティリティの使用例
vxloadm addall コマンドを使って、VxVM ボリュームに含まれている各種パーティショ

ンをマップするデバイスを作成します。次に例を示します。
# /etc/vx/bin/vxloadm addall vol1 /dev/vx/dsk/testdg/vol1

これによって、/dev/vxlo/dsk/ ディレクトリと /dev/vxlo/rdsk/ ディレクトリのボリュー
ム内に含まれる各スライスまたは各パーティションごとにデバイスノードのエントリが作成さ
れます。
# ls -l /dev/vxlo/dsk/
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s0
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s0,1,blk
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s3
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s3,2,blk
# ls -l /dev/vxlo/rdsk/
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s0
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s0,1,raw
lrwxrwxrwx 1 root root 46 Sep 25 14:04 vol1s3
-> ../../../devices/pseudo/vxlo@0:vol1s3,2,raw
vxloadm get コマンドを使って、vxloadm ユーティリティで作成されたマップ済みのパー

ティションをすべて含むリストを表示します。次に例を示します。
# /etc/vx/bin/vxloadm get
VxVM INFO V-5-1-0
NAME
MOUNT
OFFSET
C/H/S

FILENAME
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VxVM INFO V-5-1-15260
6180
6787/1/618
VxVM INFO V-5-1-15260
4326000 50902/1/618

vol1s0

/dev/vx/dsk/testdg/vol1

vol1s3

/dev/vx/dsk/testdg/vol1
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適切なファイルシステムコマンドを使って、ファイルシステムにアクセスします。次に例を
示します。
# fstyp /dev/vxlo/rdsk/vol1s0
ufs
# mount -F ufs /dev/vxlo/dsk/vol1s0 /mnt
vxloadm delete を使って、ボリュームのパーティションマップを削除します。次に例を

示します。
# /etc/vx/bin/vxloadm delete vol1s0
# /etc/vx/bin/vxloadm delete vol1s3

メモ: この vxloadm ユーティリティは、使用中でないボリュームまたはゲストドメインによっ
て開かれていないボリュームに対してのみ使用してください。

vxformat ユーティリティによってゲストドメインにおける VxVM ボ
リュームで構成される仮想ディスクのラベルを自動的に付け直す
vxformat ユーティリティを使用すると、VxVM ボリュームで構成される仮想ディスクのラ

ベルを付け直すことができます。このユーティリティはゲストドメイン内から実行されること
のみを想定しています。
既存のパーティションを含む VxVM ボリュームのサイズが増加し、ゲストドメインから新し
いサイズにアクセスする必要がある場合、vxformat ユーティリティは特に有用です。
ラベルの付け直しに成功するための必要条件
■

既存の各パーティションの始まり位置とサイズに揃ったシリンダサイズが新しく見つ
かった場合のみ、ラベルの付け直しは成功します。
そのようなシリンダサイズが見つからなかった場合、vxformat コマンドは次のメッセー
ジを表示して終了します。
Cannot re-label device /dev/rdsk/c0t1d2s2 since we failed to
find new cylinder size that's aligned with all the existing partitions

■

s2 以外の各パーティションで利用可能なブロックが最後のセクタよりも大きい場合の
み、ラベルの付け直しは成功します。
それ以外の場合、vxformat コマンドは次のメッセージを表示して終了します。
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Cannot re-label device /dev/rdsk/c0d2s2 since the last sector of a
non-s2 partition is greater than the available blocks

vxformat ユーティリティの使用例
vxformat コマンドを使って、仮想ディスクのラベルを付け直します。次に例を示します。
# /etc/vx/bin/vxformat c0d1s2
rawpath: /dev/rdsk/c0d1s2
Old disk capacity: 2097000 blocks
New disk capacity: 4194000 blocks
Device /dev/rdsk/c0d1s2 has been successfully re-labeled.
Please use prtvtoc(1) to obtain the latest partition table information

基になるデバイスサイズが変更されていなければ、vxformat コマンドはラベルを変更し
ないで次のメッセージを表示します。次に例を示します。
# /etc/vx/bin/vxformat c0d1s2
Old disk capacity: 2343678 blocks
New disk capacity: 2343678 blocks
size of device /dev/rdsk/c0d2s2 is unchanged

Oracle VM Server for SPARC の機能
SFHA ソリューションは Oracle VM server for SPARC の次の機能をサポートします。

ゲストドメインの移行
ゲストドメインの移行機能では、次の両方の配備モデルにおいて Storage Foundation
によるコールド移行、ウォーム移行、ライブ移行のどれもがサポートされます。
■

分割 Storage Foundation スタック

■

ゲストベース Storage Foundation スタック

仮想 I/O の Dynamic Reconfiguration
仮想 I/O の Dyamic Reconfiguration 機能は、次の両方の配備モデルでサポートされ
ています。
■

分割 Storage Foundation スタック

■

ゲストベース Storage Foundation スタック
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メモ: 単一スライスとしてエクスポートされたボリュームをサイズ変更する場合: 新しいサイ
ズはゲストですぐに動的に表示されます。
フルディスクとしてエクスポートされたボリュームをサイズ変更する場合: 新しいサイズはゲ
ストで動的に表示されますが、vdisk 内のラベルが新しいセクタを反映するように調整さ
れるまでは、ボリュームに割り当てられた新しい領域を使うことはできません。このラベル
調節は、慎重に行う必要があります。

分割 Storage Foundation スタックモデル
図 4-1 に Oracle VM Server for SPARC 論理ドメインを使う分割 Storage Foundation
スタックモデルを示しています。
論理ドメインを使用する分割 Storage Foundation スタックモデル

図 4-1
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Storage Foundation and High Availability Solutions の Oracle VM Server
for SPARC での動作
Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions は、単一ノード構成、
マルチノード構成、およびマルチノード高可用性構成の Oracle VM Server for SPARC
論理ドメインをサポートします。
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このモデルでは、Storage Foundation スタックコンポーネント製品を図 4-1 のように配置
することをお勧めします。
Storage Foundation スタックコンポーネント製品を次のように配置することをお勧めしま
す。
■

単一ノード設定の場合、DMP を含む Veritas Volume Manager（VxVM）を制御ドメ
インに、Veritas File System（VxFS）をゲストドメインに配置します。

■

クラスタノードの場合、Cluster Volume Manager（CVM）を制御ドメインに、VxFS を
ゲストドメインに配置します。
p.97 の 「Cluster Volume Manager を使ったクラスタ」 を参照してください。
p.98 の 「論理ドメインの複数ノードへの Storage Foundation のインストール」 を参
照してください。
p.100 の 「制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高可用性の実現」 を参
照してください。

■

高可用性環境のクラスタノードの場合は Veritas Cluster Server（VCS）を制御ドメイ
ンにインストールします。
p.104 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster Server につい
て」 を参照してください。
p.107 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster Server の設定
モデル」 を参照してください。
p.113 の 「障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするための Veritas Cluster
Server の設定」 を参照してください。
p.121 の 「障害発生時にアプリケーションをフェールオーバーするための Veritas
Cluster Server の設定」 を参照してください。

■

現在、ゲストドメインの VxFS ドライバは制御ドメインの VxVM ドライバと通信できませ
ん。そのため、該当する設定では、VxVM と VxFS が直接連携を必要とする一部の
機能を使用できません。
p.66 の 「Veritas Storage Foundation の機能の制限」 を参照してください。
メモ: VxFS を制御ドメインに配置することもできますが、ゲストドメインと制御ドメインの
2 つの VxFS インスタンス間に連携機能はありません。

Veritas Storage Foundation の機能の制限
分割 Storage Foundation スタックモデルで制限される Veritas Storage Foundation
ソフトウェアの機能は、次のとおりです。
■

VxVM ボリュームのスナップショット - ゲストドメインの VxFS が制御ドメインの VxVM
と連携できないため、VxFS ファイルシステムを含む VxVM ボリュームの、データに整
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合性のあるスナップショットを取得するには、その前にアプリケーションをシャットダウ
ンしてファイルシステムのマウントを解除する必要があります。
■ vxresize を使った VxVM ボリュームとそのボリューム上のファイルシステムのサイズ

変更 - 下位デバイスが制御ドメインの VxVM ボリュームにあるゲストのファイルシステ
ムをサイズ変更する場合、VxVM ボリュームとゲストのファイルシステムを個別にサイ
ズ変更する必要があります。
下位デバイスが VxVM ボリュームにあるゲストの VxFS ファイルシステムを拡張する
には、最初に vxassist コマンドを使って制御ドメインのボリュームを拡張し、次に
fsadm コマンドを使ってゲストドメインのファイルシステムを拡張する必要があります。
これに対し、VxFS ファイルシステムを縮小する場合は、最初に fsadm コマンドを使っ
てゲストドメインのファイルシステムを縮小し、次に vxassist コマンドを使って制御ド
メインのボリュームを縮小する必要があります。vxassist コマンドを使うときには、次
の例のようにコマンドに -f オプションを指定する必要があります。
# vxassist -g [diskgroup] -f shrinkto volume length

注意: 下位ボリュームのサイズをゲストの VxFS ファイルシステムのサイズよりも小さく
なるように縮小しないでください。データが失われる可能性があります。

■

ボリュームセットをゲストドメインにエクスポートすることはサポートされません。

■

Veritas Volume Replicator は、分割 Storage Foundation スタックモデルでサポー
トされません。

■

マルチボリュームファイルセット /DST

■

ファイルレベルの Smartsync

■

VxFS がゲストドメインに存在し、VxVM が制御ドメインにインストールされているため
に、次の VxFS チューニングパラメータは、下位ボリュームレイアウトに基づくデフォル
ト値に設定されません。
■

read_pref_io

■

write_pref_io

■

read_nstream

■

write_nstream

必要に応じて、/etc/vx/tunefstab ファイルにあるこれらのチューニングパラメータ
を、下位ボリュームレイアウトに基づく値に設定できます。
I/O のチューニングについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』
を参照してください。
■

Storage Foundation Cluster File System はこの配備モデルでは推奨されません。
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ゲストベース Storage Foundation スタックモデル
ゲストベース Storage Foundation スタックモデル

図 4-2

ゲストドメイン
（仮想マシン）

制御ドメイン
（I/O 制御ポイント）

VxFS
VxVM/CVM
仮想ディスクサーバー

DMP
仮想ディスククライアント
仮想ディスク
（パス A）

仮想ディスク
（パス B）

ドメインチャンネル
ハイパーバイザ
サーバー
パス A
パス B
ストレージ

図 4-2 にゲスト論理ドメインを使うゲストベース Storage Foundation スタックモデルを示
します。

ゲストドメインでの Storage Foundation and High Availability Solutions
の動作
この配備モデルでは Storage Foundation スタック全体がゲスト内に共存します。
ゲストにエクスポート中のディスクのすべてのパスをエクスポートし、ゲストドメインで Veritas
DMP にディスクのマルチパス処理を許可することをお勧めします。
メモ: このモデルの Veritas Volume Manager（VxVM）と DMP で使えるのはフル SCSI
ディスクのみです。非 SCSI デバイス（ボリューム、ファイル、スライスなど）はサポートされ
ません。
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Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions と Veritas Storage
Foundation Cluster File System は単一ノード設定、マルチノード設定、マルチノード
高可用性設定のゲストドメインでの実行をサポートします。
■

単一ノード構成の場合、DMP を含む VxVM と VxFS がゲストドメインに共存します。

■

クラスタノードの場合、CVM もゲストドメイン内で使うことができます。通常の物理ノー
ドの場合と同様、論理ドメインゲストの CVM クラスタを形成するには、クラスタの一部
として、クラスタを構成するすべてのゲストで表示できる共有ストレージが必要です。
CVM に関する情報については、『Veritas Storage Foundation Cluster File System
High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
インストールと設定について詳しくは、『Veritas Storage Foundation インストールガ
イド』を参照してください。

■

高可用性環境のクラスタノードの場合は Veritas Cluster Server（VCS）をゲストドメイ
ンにインストールします。
詳しくは、Veritas Cluster Server のマニュアルを参照してください。

Veritas Volume Replicator（VVR）は、次の設定のゲストベース Storage Foundation
スタックモデルでサポートされます。
■

VVR プライマリとして動作するホストのゲストドメインと VVR セカンダリとして動作する
別のホストの別のゲストドメイン。

■

同じ物理ホストの 2 つのゲストドメイン。ただし、個別の LUN またはディスクを、これら
2 つのゲストドメインのデータボリュームとストレージレプリケータログにエクスポートす
る必要があります。
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SFCFS と複数の I/O ドメインを使用してサポートされる設定
2 つのゲストドメインにわたる SFCFS クラスタ

図 4-3
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図 4-3 では、各ゲストドメインが 2 つの I/O ドメインによってネットワークとディスクストレー
ジの冗長性を得ていることがわかります。
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2 つのゲストドメインにわたる SFCFS クラスタ

図 4-4
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図 4-4 では、各ゲストドメインが物理サーバー上の 2 つの I/O ドメインによってネットワー
クとディスクストレージの冗長性を得ていることがわかります。ゲストクラスタは 2 つの物理
サーバーにまたがっています。
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4 つのゲストドメインにわたる SFCFS クラスタ

図 4-5
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図 4-5 では、各ゲストドメインが物理サーバー上の 2 つの I/O ドメインによってネットワー
クとディスクストレージの冗長性を得ていることがわかります。ゲストクラスタは 2 つの物理
サーバーにまたがっています。
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4 つのゲストドメインにわたる SFCFS クラスタ

図 4-6
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図 4-6 では、各ゲストドメインが 4 つの I/O ドメインのうち 2 つによってディスクストレージ
の冗長性を得ていることがわかります。各ゲストは 4 つすべての I/O ドメインによってネッ
トワークの冗長性を得ています。

Veritas Storage Foundation の機能の制限
次の Veritas Storage Foundation ソフトウェアの機能は、Oracle VM Server for SPARC
のゲストドメイン環境では制限されています。

Veritas Volume Replicator のバンカーレプリケーション
現在 Veritas Volume Replicator（VVR）は、ゲストドメインをバンカーレプリケーション
モードのバンカーノードとして設定することをサポートしていません。この制限事項は、将
来のリリースでなくなる可能性があります。

74

第 4 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Oracle VM Server for SPARC（論理ドメイン）のサポート
システム必要条件

vxassist mirror=ctlr オプションを使ったコントローラ間のミラー
現在、ゲストのすべての仮想ディスクは同一の仮想コントローラ c0 が制御しています。ミ
ラーを配置する 2 つ目のコントローラを vxassist で検索しようとすると失敗するため、コ
マンドがエラーになります。
バックエンドのさまざまな物理パスを使ってエクスポートされ、異なる HBA が基盤となっ
ていても、すべてのディスクは c0 コントローラに属します。

DMP SCSI バイパス
仮想ディスククライアント（VDC）ドライバはゲストドメインのすべての仮想ディスクを制御し
ますが、SCSI ドライバは制御しません。
したがって、SCSI パケットを構成して DMP 経由で送信することはできません。チューニ
ングパラメータ dmp_fast_recovery を on に設定しても無効です。

イベントソースデーモン（vxesd）のファブリック監視機能
vxesd デーモンには、ファブリックのイベントをリッスンするため、HBA API に登録する機

能があります。現在、ゲストには直接接続 HBA の概念がないため、HBA API がゲストに
ロードされてもこの API には使用方法がありません。そのため、vxesd のこの機能は利用
できません。

パスの物理 WWN
物理 WWN なしでサブパスフェールオーバーグループ（SFG）を作成することはできませ
ん。物理 World Wide ID は HBA API を使用して DMP 経由で取得するものですが、そ
の API が現在ゲスト内部では機能しないため、ゲスト内からは ID を取得できません。

システム必要条件
この項では、このリリースのシステムの必要条件について説明します。

Solaris オペレーティングシステムの必要条件
Oracle VM Server for SPARC の Veritas Storage Foundation は、次の Solaris オペ
レーティングシステムでサポートされます。
■

Solaris 10（SPARC Platform) Update 7 以降
メモ: 最新の Solaris 10 Update をインストールすることをお勧めします。

■

論理ドメインソフトウェア、バージョン 2.0 と 2.1
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Solaris オペレーティング環境について詳しくは、Oracle 社の Web サイトを参照して
ください。

Solaris パッチ必要条件
一部の必須システムパッチはすでにオペレーティングシステムに適用されている可能性
があります。Oracle VM Server for SPARC をインストールする前に、必須の Solaris パッ
チをシステムに適用済みかどうかを確認してください。システムに含まれているパッチを
表示するには、showrev -p コマンドを使います。
詳しくは、showrev（1M）のマニュアルページを参照してください。
必要なリストに示されているパッチがまだインストールされていない場合、Oracle サポー
トの Web サイトからダウンロードします。適切なパッチをインストールしてから、必要に応
じてシステムを再ブートします。
警告: パッチのバージョンと内容は製品のリリース時に決定されます。最新のパッチのバー
ジョンと内容については、ご購入先にお問い合わせください。
表 4-2

パッチ

Oracle Solaris パッチ番号

注意

141777-01

このパッチは SF の機能に影響を及ぼす、次の
Oracle 社（Sun Microsystems 社）のバグを修
正する。
■

139562-02（138888-07 により廃止）

Oracle (Sun) bug id: 6795836 vd_setup_vd() should handle errors from
vd_identify_dev() better

このパッチは SF の機能に影響を及ぼす、次の
Oracle 社（Sun Microsystems 社）のバグを修
正する。
Oracle (Sun) bug id: 6640564 - vds should
not serialize disk image IO
■ Oracle (Sun) bug id: 6699271 - Dynamic
virtual disk size management
■ Oracle (Sun) bug id: 6705190 - uscsicmd
on vdisk can overflow sense buffer
■ Oracle (Sun) bug id: 6716365 - disk
images on volumes should be exported
using the ldi interface
■
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Oracle Solaris パッチ番号

注意

138042-05

このパッチは SF の機能に影響を及ぼす、次の
Oracle 社（Sun Microsystems 社）のバグを修
正する。
Oracle (Sun) bug id: 6637560 - disks are
not correctly exported with vxdmp
■ Oracle (Sun) bug id: 6558966 - virtual
disks created from files do not support
EFI labels
■

Oracle 社は、すべてのドメインに最新のパッチ
をインストールしてドライバを確実に最新の状態
に保つことを推奨している。

ハードウェアの必要条件
Oracle VM Server for SPARC のサポート対象のハードウェアについては、Oracle の
Web サイトを参照してください。

Veritas 製品のリリースノート
Veritas Storage Foundation and High Availability と Veritas Storage Foundation
Cluster File System のどのバージョンでも、インストールする前に次の関連 Veritas 製
品のリリースノートをお読みください。

Veritas Storage Foundation and High Availability
Veritas Storage Foundation のリリースノートは Veritas Storage Foundation ディスク
の storage_foundation/docs ディレクトリに、Veritas Cluster Server のリリースノート
は cluster_server/docs ディレクトリにあります。
■

『Veritas Storage Foundation リリースノート』（sf_notes.pdf）

■

『Veritas Cluster Server リリースノート』（vcs_notes.pdf）

Veritas Storage Foundation Cluster File System
Veritas Storage Foundation Cluster File System のリリースノートは、Veritas Storage
Foundation のディスクの storage_foundation/docs ディレクトリにあります。
■

『Veritas Storage Foundation リリースノート』（sf_notes.pdf）。このマニュアルに
は、Veritas Storage Foundation Cluster File System に関する情報が記載されて
います。
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製品のライセンス
Oracle VM Server for SPARC 環境で Veritas Storage Foundation または Veritas
Storage Foundation Cluster File System を実行する顧客は、ライセンスを受けたサー
バーまたは CPU ごとに無制限の数の論理ドメインを使う権利を付与されます。

Oracle VM Server for SPARC 環境での Storage
Foundation のインストール
ここでは、Oracle VM Server for SPARC 環境に Storage Foundation をインストールす
る方法について説明します。
分割 Storage Foundation スタックモデル環境をインストールするには、以下の操作を順
序どおりに完了する必要があります。
■

p.78 の 「Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定」 を参
照してください。

■

p.78 の 「制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストール」
を参照してください。

■

p.79 の 「pkgadd を使ったゲストドメインへの Veritas File System のインストール」
を参照してください。

■

p.79 の 「設定の確認」 を参照してください。

Veritas Storage Foundation Cluster File System を含むゲストベース Storage
Foundation スタックモデル環境をインストールするには、以下の操作を順序どおりに完
了する必要があります。
■

p.78 の 「Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定」 を参
照してください。

■

p.78 の 「制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストール」
を参照してください。

■

p.79 の 「設定の確認」 を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC 環境に Veritas Cluster Server をインストールして設定
するには、次の項を参照してください。
■

p.113 の 「障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするための Veritas Cluster
Server の設定」 を参照してください。

■

p.121 の 「障害発生時にアプリケーションをフェールオーバーするための Veritas
Cluster Server の設定」 を参照してください。
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Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定
Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアのインストールと設定、制御ドメインとゲストド
メインの設定について詳しくは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。

制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストー
ル
ここでは、制御ドメインまたはゲストドメインに Storage Foundation をインストールする方
法について説明します。

分割 Storage Foundation スタックモデルのインストール
分割 Storage Foundation スタックモデルをインストールする場合、スタック全体を制御
ドメインに配置し、VxFS をゲストドメインに配置する必要があります。
制御ドメインに Storage Foundation をインストールするには、Veritas インストールマニュ
アルとリリースノートの手順に従います。
分割 Storage Foundation スタックモデルをインストールするには
◆

製品をインストールします。
『Veritas Storage Foundation インストールガイド Solaris』を参照してください。
『Veritas Storage Foundation リリースノート Solaris』を参照してください。

ゲストベース Storage Foundation スタックモデルのインストール
ゲストベース Storage Foundation スタックモデル環境をインストールする場合、スタック
全体をゲストドメインに配置する必要があります。
ゲストドメインに SF または SFCFS をインストールするには、SF または SFCFS のインストー
ルガイドとリリースノートの手順に従います。
ゲストベース Storage Foundation スタックモデルをインストールするには
◆

製品をインストールします。
SF について、『Veritas Storage Foundation インストールガイド Solaris』を参照し
てください。
SF について、『Veritas Storage Foundation リリースノート Solaris』を参照してくだ
さい。
SFCFS について、『Veritas Storage Foundation Cluster File System インストー
ルガイド Solaris』を参照してください。
SFCFS について、『Veritas Storage Foundation Cluster File System リリースノー
ト Solaris』を参照してください。
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pkgadd を使ったゲストドメインへの Veritas File System のインストール
ここでは、ゲストドメインに VxFS 6.0 をインストールする方法について説明します。
ゲストドメインに Veritas File System 6.0 をインストールするには

1

ディスクの /pkgs ディレクトリから、書き込み権限のあるゲストドメイン内の場所に
VxFS パッケージをコピーします。

2

次のコマンドを使ってパッケージをインストールします。
# pkgadd -d VRTSvlic.pkg
# pkgadd -d VRTSvxfs.pkg
# pkgadd -d VRTSfssdk.pkg

3

ゲストドメインを再ブートします。

設定の確認
制御ドメインとゲストのドメインの Oracle VM server for SPARC の設定を確認してくださ
い。詳しくは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
制御ドメインとゲストドメイン両方の Storage Foundation のインストールを確認してくださ
い。詳しくは、次のガイドを参照してください。
■

『Veritas Storage Foundation インストールガイド Solaris』を参照してください。

■

『Veritas Storage Foundation リリースノート Solaris』を参照してください。

■

『Veritas Storage Foundation and High Availability Installation Guide for
Solaris』を参照してください。

■

『Veritas Storage Foundation and High Availability Release Notes for Solaris』
を参照してください。

■

『Veritas Storage Foundation Cluster File System and High Availability
Installation Guide for Solaris』を参照してください。

■

『Veritas Storage Foundation Cluster File System and High Availability Release
Notes for Solaris』を参照してください。

制御ドメインからのゲストドメインへの Veritas ボリュー
ムのエクスポート
非論理ドメインの環境から Oracle VM Server for SPARC 環境に VxVM ディスクグルー
プを移行するには次の手順を使用します。
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メモ: この節は分割 Storage Foundation モデルにのみ当てはまります。
次の例では、制御ドメイン名を「primary」、ゲストドメイン名を「logical domain1」としてい
ます。各手順のプロンプトは、コマンドを実行するドメインを示しています。
ldm コマンドを使って Veritas Volume Manager データボリューム上に仮想ディスクを作
成するには

1

ターゲットホスト上の VxVM ディスクグループが制御ドメインにインポートされます。
その後、制御ドメイン内からボリュームが表示できるようになります。
ディスクグループのシステム間の移動について詳しくは、『Veritas Storage
Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

2

制御ドメイン（primary）で、options=slice オプションを指定して、VxFS または
UFS ファイルシステムを含む VxVM ボリュームをスライスとしてエクスポートするサー
ビスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice options=slice ¥
/dev/vx/dsk/dg-name/volume_name ¥
volume_name volume_name@primary-vds0

注意: デフォルトでは、ボリュームはゲスト中に完全なディスクとして現れます。仮想
ディスククライアントドライバは VTOC を仮想ディスクのブロック 0 に書き込むため、
この結果として VxVM ボリュームのブロック 0 に書き込みが発生します。VxVM ボ
リュームのブロック 0 にはユーザーデータが含まれるため、これはデータ破損の原
因になる可能性があります。options=slice を指定すると、ボリュームがスライスと
してゲストにエクスポートされるため、ブロック 0 への書き込みが発生せず、ユーザー
データは維持されます。

3

エクスポートしたディスクをゲストドメインに追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk1 volume_name
volume_name@primary-vds0 logical domain1

4

ゲストドメインを起動して新しい仮想ディスクが表示されることを確認します。
primary# ldm bind logical domain1
primary# ldm start logical domain1
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5

新しい仮想ディスクデバイスノードのエントリが /dev/[r]dsk ディレクトリに表示され
ない場合には、ゲストドメインで devfsadm コマンドを実行します。
logical domain1# devfsadm -C

この例では、新しいディスクが /dev/[r]dsk/c0d1s0 として表示されます。
logical domain1# ls -l /dev/dsk/c0d1s0
lrwxrwxrwx 1 root root 62 Sep 11 13:30 /dev/dsk/c0d1s0 ->
../../devices/virtual-devices@100/channel-devices@200/disk@1:a

6

次のコマンドを実行し、ディスクにファイルシステムをマウントしてアプリケーションデー
タにアクセスします。
logical domain1# mount -F vxfs /dev/dsk/c0d1s0 /mnt
logical domain1# mount -F ufs /dev/dsk/c0d1s0 /mnt

ゲストドメインのストレージのプロビジョニング
ゲストドメインのストレージをプロビジョニングするには、次の手順に従います。ブートディ
スクとデータディスクの両方をプロビジョニングできます。
メモ: この節は分割 Storage Foundation スタックモデルにのみ当てはまります。
ゲストベース Storage Foundation モデルの場合
p.68 の 「ゲストドメインでの Storage Foundation and High Availability Solutions の
動作」 を参照してください。

Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのデータディスクに
するプロビジョニング
次の手順では、VxVM ボリュームをゲストドメインのデータディスク（仮想ディスク）として
使います。
VxFS はデータディスク上のファイルシステムとして使えます。
次の例では、制御ドメイン名を「primary」、ゲストドメイン名を「logical domain1」としてい
ます。各手順のプロンプトでは、コマンドを実行するドメインを示しています。

81

82

第 4 章 Storage Foundation and High Availability Solutions による Oracle VM Server for SPARC（論理ドメイン）のサポート
ゲストドメインのストレージのプロビジョニング

Veritas Volume Manager ボリュームをデータディスクとしてプロビジョニングするには

1

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

2

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

3

ボリューム datavol1 を仮想ディスクとしてエクスポートするサービスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice /dev/vx/dsk/mydatadg/datavol1 ¥
datadisk1@primary-vds0

4

エクスポートしたディスクをゲストドメインに追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk1 datadisk1@primary-vds0 logical domain1

5

次のコマンドを実行し、ゲストドメインを起動して新しい仮想ディスクが表示されること
を確認します。
primary# ldm bind logical domain1
primary# ldm start logical domain1

6

新しい仮想ディスクデバイスノードのエントリが /dev/[r]dsk ディレクトリに表示され
ない場合には、ゲストドメインで devfsadm コマンドを実行します。
logical domain1# devfsadm -C

7

ディスクにアクセスする前に、format コマンドを使ってディスクに有効なラベルを付
けます。
format(1M) マニュアルページを参照してください。

8

ディスク c0d1s2 を使うファイルシステムを作成します。
logical domain1# mkfs -F vxfs /dev/rdsk/c0d1s2
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9

ファイルシステムをマウントします。
logical domain1# mount -F vxfs /dev/dsk/c0d1s2 /mnt

10 次のコマンドを実行して、ファイルシステムが作成されたことを確認します。
logical domain1# df -hl -F vxfs
Filesystem size used avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c0d1s2 500M 2.2M 467M 1% /mnt

Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのブートディスクに
するプロビジョニング
ゲストドメインのブートディスクをプロビジョニングするには、次の手順に従います。
VxVM ボリュームはデフォルトでは完全なディスクとして表示され、ゲストドメインのブート
ディスクとして使うことができます。
以下の手順は VxVM ボリュームをブートディスクとして使えるようにする方法の概略です。
次の例では、制御ドメイン名を「primary」、ゲストドメイン名を「logical domain1」としてい
ます。各手順のプロンプトは、コマンドを実行するドメインを示しています。
Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのブートディスクとしてプロビジョニ
ングするには

1

制御ドメインで、Solaris 10 インストールに推奨されるサイズの VxVM ボリュームを
作成します。この例では、次のコマンドを使って 7 GB のボリュームを作成します。
primary# vxassist -g boot_dg make bootdisk-vol 7g

2

/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol ボリュームを仮想ディスクとしてエクスポート
するサービスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice ¥
/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol bootdisk1-vol@primary-vds0

3

logical domain1 にエクスポートされたディスクを追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk1 bootdisk1-vol@primary-vds0
logical domain1

4

Oracle 社が推奨する手順に従って、ゲストドメインをインストールしてブートします。
ネットインストール時のブートディスクとして仮想ディスク vdisk1 を使います。
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Veritas Volume Manager スナップショットを使った論理
ドメインブートディスクのクローン作成
ここでは、VxVM スナップショットを使って既存の論理ドメインからブートディスクのクロー
ンを作成する手順とサードミラーブレークオフスナップショットの使用について説明しま
す。
p.83 の 「Veritas Volume Manager ボリュームをゲストドメインのブートディスクにするプ
ロビジョニング」 を参照してください。
図 4-7 では、Veritas Volume Manager スナップショットを使って論理ドメインブートディ
スクのクローンを作成する例を示します。
Veritas Volume Manager スナップショットを使って論理ドメインブート
ディスクのクローンを作成する例

図 4-7

ゲスト: ldom1

ゲスト: ldom2
クローン

c0d0s2

vdisk1 は大容量
ボリューム
「bootdisk1-vol」を
エクスポートして作成

c0d0s2

vdisk1

vdisk2

vdisk2 はスナップ
ショットボリューム
「SNAP-bootdisk1-vol」
をエクスポートして作成

スナップショット
bootdisk1-vol

SNAP-bootdisk1-vol

制御ドメイン

この手順の前提条件として、logical domain1 のブートディスクは、大容量ボリューム
/dev/vx/dsk/boot_dg/bootdisk1-vol に保持されているものとします。
この手順に含まれる操作は、次のとおりです。
■

新しい論理ドメインの設定を形成するための、論理ドメインの設定のクローン作成。
この操作は Solaris 論理ドメインの手順であり、次のコマンドを使って行うことができま
す。
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# ldm list-constraints -x
# ldm add-domain -i

論理ドメイン設定のクローン作成による、新しい論理ドメイン設定の形成について詳し
くは、Oracle 社のマニュアルを参照してください。
『Logical Domains 管理ガイド』を参照してください。
■

設定のクローンの作成後、ブートディスクのクローンを作成して、それを新しい論理ド
メインにプロビジョニングします。
logical domain1 とは設定が異なる新しい論理ドメインを作成する場合には、設定の
クローンを作成するこの操作をスキップして目的の論理ドメイン設定を別個に作成し
ます。
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Veritas Volume Manager スナップショットを使ってブートディスクのクローンを作成する
には

1

ソースボリューム bootdisk1-vol のスナップショットを作成します。このスナップショッ
トを作成するには、ボリューム内の既存の ACTIVE プレックスの一部を利用するか、
または次のコマンドを実行してボリュームに新しいスナップショットのミラーを追加で
きます。
primary# vxsnap [-b] [-g diskgroup] addmir volume ¥
[nmirror=N] [alloc=storage_attributes]
nmirror 属性を使ってミラーの数の変更を指定しない限り、vxsnap addmir コマン

ドはデフォルトで 1 つのスナップショットミラーをボリュームに追加します。ミラーは完
全に同期されるまで SNAPATT 状態のままです。 The-b オプションを使うと、同期
をバックグラウンドで実行できます。同期が完了すると、ミラーは SNAPDONE 状態
になります。
たとえば、次のコマンドでは 2 つのミラーをディスク mydg10 と mydg11 上のボリュー
ム bootdisk1-vol に追加します。
primary# vxsnap -g boot_dg addmir bootdisk1-vol ¥
nmirror=2 alloc=mydg10,mydg11
vxsnap addmir コマンドに -b オプションを指定すると、次の例に示すように vxsnap
snapwait コマンドを使ってスナップショットプレックスの同期が完了するまで待機で

きます。
primary# vxsnap -g boot_dg snapwait bootdisk1-vol nmirror=2
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2

サードミラーブレークオフスナップショットを作成するには、次の形式の vxsnap make
コマンドを使います。
注意: vxsnap コマンドを実行してスナップショットを取得する前に、ゲストドメインを
シャットダウンしてください。
primary# vxsnap [-g diskgroup] make ¥
source=volume[/newvol=snapvol] ¥
{/plex=plex1[,plex2,...]|/nmirror=number]}

次のいずれかの属性を指定し、もとのボリューム内の 1 つ以上の既存のプレックス
を切り離すことにより新しいスナップショットボリューム snapvol を作成します。
plex

ブレークオフする既存ボリューム内のプレックスを指定します。この属性は ACTIVE
状態のプレックスにのみ使えます。

nmirror ブレークオフするプレックスの数を指定します。この属性は SNAPDONE 状態の
プレックスにのみ使えます。そのようなプレックスは vxsnap addmir コマンドを
使ってボリュームに追加された可能性があります。

ボリュームにある 1 つ以上の ACTIVE または SNAPDONE プレックスから作成され
るスナップショットは定義上、すでに同期されています。
バックアップを目的とする場合には、1 つのプレックスのスナップショットボリュームで
十分です。
次に例を示します。
primary# vxsnap -g boot_dg make ¥
source=bootdisk1-vol/newvol=SNAP-bootdisk1-vol/nmirror=1

ここで、ソースは bootdisk1 Vol、新しいボリュームは SNAP-bootdisk1-vol、nmirror
値は 1 です。
スナップショットボリュームのブロックデバイスは
/dev/vx/dsk/boot_dg/SNAP-bootdisk1-vol になります。

3

/dev/vx/dsk/boot_dg/SNAP-bootdisk1-vol ボリュームを仮想ディスクとしてエ

クスポートするサービスを設定します。
primary# ldm add-vdiskserverdevice ¥
/dev/vx/dsk/boot_dg/SNAP-bootdisk1-vol vdisk2@primary-vds0
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4

最初に、エクスポートしたディスクを logical domain1 に追加します。
primary# ldm add-vdisk vdisk2 ¥
SNAP-bootdisk1-vol@primary-vds0 logical domain1
primary# ldm bind logical domain1
primary# ldm start logical domain1

5

logical domain1 を開始し、プライマリのブートディスク vdisk1 から logical domain1
をブートします。
primary# ldm bind logical domain1
primary# ldm start logical domain1

6

新しい仮想ディスクデバイスノードのエントリが /dev/[r]dsk ディレクトリに表示され
ない場合には、ゲストドメインで devfsadm コマンドを実行します。
logical domain1# devfsadm -C

vdisk2 が c0d2s# デバイスです。
logical domain1# ls /dev/dsk/c0d2s*
/dev/dsk/c0d2s0 /dev/dsk/c0d2s2 /dev/dsk/c0d2s4 /dev/dsk/c0d2s6
/dev/dsk/c0d2s1 /dev/dsk/c0d2s3 /dev/dsk/c0d2s5 /dev/dsk/c0d2s7

7

c0d2s0 に存在するルートファイルシステムをマウントし、すべての c#d#s# エントリが
c0d0s# に変更されるように /etc/vfstab エントリを修正します。これを行う必要が
あるのは、logical domain2 が新しい論理ドメインであり、オペレーティングシステム
デバイスツリーの最初のディスクが常に c0d0s# という名前になるためです。

8

logical domain1 を停止し、そのプライマリブートディスク vdisk1 から ldom1 をバ
インド解除します。
primary# ldm stop logical domain1
primary# ldm unbind logical domain1

9

vfstab ファイルを変更した後でファイルシステムのマウントを解除し、logical

domain1 から vdisk2 をバインド解除します。
primary# ldm remove-vdisk vdisk2 logical domain1
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10 vdisk2 を logical domain2 にバインドし、logical domain2 を開始してブートしま
す。
primary# ldm add-vdisk vdisk2 vdisk2@primary-vds0 logical domain2
primary# ldm bind logical domain2
primary# ldm start logical domain2

logical domain2 のブート後もコンソールには logical domain1 と表示されますが、
これはホスト名や IP アドレスなど、他のホスト固有のパラメータがまだ logical domain1
のものと同じであるためです。
logical domain1 console login:

11 パラメータを変更するには、logical domain2 をシングルユーザーモードにして
sys-unconfig コマンドを実行します。

12 logical domain2 を再ブートします。
再ブート時には、ホスト名や IP アドレスなどのホスト固有のパラメータを設定するよう
にオペレーティングシステムから要求されます。このとき、logical domain2 に対応
する値を入力する必要があります。

13 これらすべてのパラメータの指定が完了すると、logical domain2 が正常にブートし
ます。

Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの障害回復
用の設定
Oracle VM を障害回復用に設定するには、Hitachi TrueCopy、EMC SRDF、Veritas
Volume Replicator などのレプリケーション方法を使用してブートディスクをレプリケート
します。プライマリサイトとセカンダリサイトが別々の IP サブネットに存在する場合、プライ
マリサイトでの Oracle VM のネットワーク設定は、セカンダリサイトで有効にならないこと
があります。したがって、LDom リソースに対して、以下の追加の設定変更を行う必要が
あります。
ゲストドメインを障害回復用に設定するには、制御ドメインの両方のサイトにある VCS を
GCO オプションを使用して設定します。
VCS グローバルクラスタについて詳しくは『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
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ゲストドメインを障害回復用に設定するには

1

プライマリサイトで、ldm コマンドを使用してゲストドメインを作成し、ネットワーク関連
のパラメータを設定します。

2

プライマリサイトで、ゲストドメインのブート後に VCS インストールメディアから
VRTSvcsnr パッケージをゲストドメインにコピーしてインストールします。このパッケー
ジは、vcs ネットワーク再設定サービスをゲストドメインにインストールします。このサー
ビスにより、ゲストドメインのブート時にサイト固有のネットワークパラメータが適用され
ます。

3

プライマリサイトでゲストドメインを停止します。

4

レプリケーション固有のコマンドを使用して、プライマリサイトからセカンダリサイトにレ
プリケーションをフェールオーバーします。

5

セカンダリサイトで手順 1 を繰り返します。

6

プライマリクラスタとセカンダリクラスタで、手順 7、手順 8、手順 9、手順 10 を繰り返
します。

7

VCS サービスグループを作成し、ゲストドメイン用の VCS LDom リソースを追加しま
す。
サイト固有の値（IP アドレス、ネットマスク、ゲートウェイ、DNS（DNS サーバー））を使
用して、以下の障害回復関連の属性を LDom リソース上で設定します。
ConfigureNetwork 属性の値を 1 に設定して、変更を有効にします。LDom エー
ジェントは、ConfigureNetwork 属性の値が 0 の場合、障害回復関連の属性をゲ
ストドメインに適用しません。

8

該当するマウントリソースとディスクグループリソースを、ファイルシステム用のサービ
スグループと、ゲストドメインのブートイメージが存在するディスクグループに追加し
ます。
LDom リソースからマウントリソースへのリソース依存関係と、マウントリソースからディ
スクグループリソースへの別の依存関係を追加します。

9

該当する VCS レプリケーションリソースをサービスグループに追加します。ハードウェ
アレプリケーションエージェントには、EMC SRDF 用の SRDF、Hitachi TrueCopy
用の HTC、EMC MirrorView 用の MirrorView などがあります。
レプリケーションリソースの設定方法について詳しくは、該当する VCS レプリケーショ
ンエージェントマニュアルを参照してください。
VVR ベースのレプリケーション用に、該当する RVGPrimary リソースをサービスグ
ループに追加します。
詳しくは、以下のマニュアルを参照してください。
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■

VVR 関連のリソースについて詳しくは『Veritas Storage Foundation and High
Availability Solutions Replication Administrator's Guide』を参照してくださ
い。

■

VVR 関連のエージェントについて詳しくは『Veritas 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。

10 ディスクグループリソースからレプリケーションリソースへの依存関係を追加します。
図 4-8

ハードウェアレプリケーションベースのゲストドメインのリソース依存
関係の例を示した図

LDom
Mount
DiskGroup
SRDF

図 4-9

VVR レプリケーションベースのゲストドメインのリソース依存関係の
例を示した図

LDom

Mount
RVGPrimary

レプリケーションリソースは、リソースがサイトでオンラインになっている場合に、下位レプ
リケートデバイスがプライマリモードになっていることと、リモートデバイスがセカンダリモー
ドになっていることを確認します。したがって、LDom リソースがオンラインになると、下位
ストレージは常に読み書きモードになります。LDom リソースがオンラインになると、ゲスト
ドメインを開始する前に、ゲストドメイン用に DR 関連のパラメータを EEPROM パラメータ
のネットワークブート引数に設定します。ゲストドメインがブートすると、vcs ネットワーク再
設定サービスがゲストドメイン内で開始します。このサービスは EEPROM パラメータを読
み取り、ゲストドメイン内の該当するファイルを変更することにより、障害回復関連のパラ
メータを適用します。
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ソフトウェアの制限事項
ここでは、Oracle VM server for SPARC ソフトウェアの一部の制限事項とそれらのソフト
ウェア制限事項が Veritas Storage Foundation 製品の機能に及ぼす影響について説
明します。

SCSI コマンド実行中のゲストドメインでのメモリの破損
VxVM と DMP の実行中にゲストドメインでシステムパニックが発生します。コンソールに
は、次のエラーメッセージが表示されます。
vxdmp: NOTICE: VxVM vxdmp V-5-3-289 DMP: Memory Overrun!
Caller dmpscsi_sys.c(170) Ptr 0x3000528e580 Size 0x100
vxdmp: NOTICE: VxVM vxdmp V-5-3-289 DMP: Memory Overrun!
Caller dmppgrio.c(824) Ptr 0x3002d7f1a80 Size 0xe8

これらのエラーメッセージは Solaris カーネルドライバスタック（仮想ディスクドライバ）で
カーネルメモリ破損が発生していることを示します。この問題はゲストから仮想ディスク上
の検出要求を有効にして（USCSI_RQENABLE）USCSICMD を発行すると発生します。
シマンテック社では、この問題を Oracle 社との公開エスカレーションで扱っており、関連
する Oracle（SUN）バグ ID が割り当てられています。
Oracle（SUN）エスカレーション番号: 1-23915211
Oracle (SUN) bug id: 6705190 (ABS: uscsicmd on vdisk can overflow the sense
buffer)
この Oracle（SUN）のバグは Sun パッチ 139562-02 で修正されました。
p.75 の 「Solaris パッチ必要条件」 を参照してください。

RAW ボリュームデバイスノードのエクスポートに失敗する
/var/adm/messages ファイルに、次のようなメッセージが出力されることがあります。
vds: [ID 998409 kern.info] vd_setup_vd():
/dev/vx/rdsk/testdg/testvol identification failed
vds: [ID 790452 kern.info] vd_setup_vd():
/dev/vx/rdsk/testdg/testvol can not be exported as a virtual disk
(error 5)
vds: [ID 556514 kern.info] vds_add_vd(): Failed to add vdisk ID 21
vds: [ID 970787 kern.info] vds_add_vd(): No vDisk entry found for
vdisk ID 21
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回避策: 代わりにブロックデバイスノードを使って VxVM ボリュームをエクスポートします。
この問題は Oracle 社が調査中です。
Oracle (SUN) bug id: 6716365 (disk images on volumes should be exported using
the ldi interface)
この Oracle（Sun）のバグは Oracle（Sun）パッチ 139562-02 で修正されました。
p.75 の 「Solaris パッチ必要条件」 を参照してください。

スライスまたはフルディスクとしてエクスポートした Veritas Volume
Manager ボリュームのサイズ変更時に、ゲストのボリュームに変更後の
サイズが動的に反映されない
ゲストにエクスポートした VxVM ボリュームのサイズ変更後、仮想ディスクに変更前のボ
リュームサイズが表示されます。仮想ディスクドライバはボリュームのサイズ変更後にバッ
クエンドボリュームのサイズを更新しません。
Oracle 社はこの問題を RFE（request for enhancement）としています（CR 6699271
Dynamic virtual disk size management）。
回避策: 変更後のサイズを反映するには、ゲストを停止してバインドし直す必要がありま
す。
この Oracle（Sun）のバグは Oracle（Sun）パッチ 139562-02 で修正されました。
p.75 の 「Solaris パッチ必要条件」 を参照してください。

既知の問題
ここでは、Oracle VM Server for SPARC の既知の問題の一部とそれらの既知の問題が
Veritas Storage Foundation 製品の機能に及ぼす影響について説明します。

ゲストベースの既知の問題
今回のリリースの Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions Oracle
VM Server for SPARC のサポートで発見された、新しい既知の問題は次のとおりです。

非 SCSI ディスクのカプセル化に失敗する
ディスクスライスまたはスライスとしてエクスポートされるディスクである非 SCSI ディスクを
カプセル化しようとすると、次のエラーが起こることがあります。
VxVM vxslicer ERROR V-5-1-599 Disk layout does not support swap shrinking
VxVM vxslicer ERROR V-5-1-5964 Unsupported disk layout.
Encapsulation requires at least 0 sectors of unused space either at the
beginning or end of the disk drive.
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これは、この種類のディスクに OS をインストールする場合、バックエンドデバイス全体の
サイズをスライス「s0」のサイズとして指定し、ディスク上に空き容量を残さないようにする
必要があるためです。
ブートディスクのカプセル化では、処理を続行するためにディスクの末尾または先頭に空
き容量が必要です。

クラスタ内の他のノードが拒否された後に、ゲストドメインノードに
PGR キーが 2 個ではなく 1 個しか表示されない
クラスタ内の他のノードが拒否された後に、ゲストドメインノードに関する設定情報に PGR
キーが 2 個ではなく 1 個しか表示されません。
p.71 の 図 4-4 を参照してください。
これは、2 つのゲストを収容する物理ホストの両方におけるプライマリドメインと代替 I/O
ドメインの一連の再ブートの実行中に発生しました。ある時点でコーディネータディスク上
でキーが 1 つ失われたことが報告されます。
この問題は調査中です。vxfen ドライバは PGR キーが 1 つあれば機能できます。即時
の中断が発生するものではないため、この問題の重要度は「低」です。この問題は、キー
が失われる根本的な原因が見つかった時点で更新されます。

ミラーボリューム上で I/O の実行中にディスクパスが断続的にオ
フラインになる
これは、SFCFS スタックのテストにおいて、4 ノードのゲストクラスタ内で各ノードが同一ホ
スト内の複数の I/O ドメインから、ネットワークリソースと仮想ディスクリソースを取得する際
に発生しました。
p.70 の 「SFCFS と複数の I/O ドメインを使用してサポートされる設定」 を参照してくださ
い。
ゲスト内のミラーボリューム上での I/O の実行中に、そのディスクへのパスを提示した I/O
ドメインの少なくとも 1 つがまだ動作している場合でも、vdisk が断続的にオフラインにな
ることがありました。
Oracle（Sun）バグ ID 6742587（vds can ACK a request twice）の修正を含む Solaris
10 Update 7 をインストールすることをお勧めします。

ボリューム作成時に DMP カーネルと VDC ドライバ間でデッドロッ
クが発生する
これは Oracle 社で 5.0 MP3 の相互運用性テスト中に発見されました。デッドロックは、
VxVM 制御下にない別のディスク上の UFS ファイルシステムに対する入出力の実行中
に、ミラー VxVM ボリュームを作成すると発生します。通常、この問題は大容量の設定で
発生します。たとえば、VxVM を実行するゲストドメインに 14 個の仮想 CPU と 10 GB 前
後のメモリを設定したような場合です。
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関連する Oracle（Sun）バグ ID: 6744348
この既知の問題は 5.0 MP3 RP1 リリースで修正および検証済みです。
この 5.0 MP3 RP1 リリースのアップデート、パッチ、マニュアル、既知の問題に関する最
新情報については、Symantec テクニカルサポートの Web サイト上の次の TechNote を
参照してください。
Solaris SPARC の場合
http://entsupport.symantec.com/docs/281987
Solaris x64 の場合
http://entsupport.symantec.com/docs/286955

分割 Storage Foundation スタックの既知の問題
今回のリリースの Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions Oracle
VM Server for SPARC のサポートで発見された、新しい既知の問題は次のとおりです。

サービスドメインのバックエンドボリュームにおけるデータ書き込
みがキャッシュに保存される
これは、お客様による Storage Foundation を使った Oracle VM Server for SPARC の
評価時に発生しました。この問題は、仮想ディスクに書き込まれるデータが仮想ディスク
のバックエンドに実際に書き込まれる前に、データがサービスドメインのキャッシュに保存
されてしまうために起きます。データがまだキャッシュに保存されている間にサービスドメ
インがクラッシュすると、データが失われる可能性があります。
Oracle (Sun) bug id is: 6684721 (file backed virtual I/O should be synchronous)
この Oracle（Sun）のバグは Oracle（Sun）パッチ 139562-02（138888-07 により廃止）で
修正されました。
p.75 の 「Solaris パッチ必要条件」 を参照してください。

制御ドメインを再ブートするとボリュームがゲストからアクセスでき
なくなることがある
プライマリドメインが再ブートされると、ボリュームへのすべてのアクセスがハングアップし
ます。これは、制御ドメインの再ブート後に、ボリュームに対応する vdisk がオンラインに
戻らないことが原因です。
この問題は Oracle (Sun) bug id: 6795836 (vd_setup_vd() should handle errors from
vd_identify_dev() better) で特定および修正されました。
この Oracle（Sun）のバグは Oracle（Sun）パッチ 141777-01 で修正されました。
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5
Oracle VM Server for SPARC
環境で複数ノードの CVM を
使用するための Veritas
Cluster Server サポート
この章では以下の項目について説明しています。
■

Cluster Volume Manager を使ったクラスタ

■

論理ドメインの複数ノードへの Storage Foundation のインストール

■

制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高可用性の実現

Cluster Volume Manager を使ったクラスタ
Veritas Volume Manager クラスタ機能（CVM）を使うと、論理ボリュームと RAW デバイ
スアプリケーションにクラスタ内のどこからでもアクセスできるようになります。
分割 Storage Foundation モデルの場合、CVM を制御ドメインに、VxFS をゲストドメイ
ンに配置します。このモデルでは、クラスタ内の複数の物理ノードに対し、CVM が制御ド
メインレベルの高可用性と共有ストレージの表示を実現します。
p.100 の 「制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高可用性の実現」 を参照
してください。
ゲストベース Storage Foundation スタックモデルの場合、クラスタ内のノードとして動作
する複数のゲストドメインに対し、ゲストドメインに配置した CVM がゲストドメインレベルの
高可用性と共有ストレージの表示を実現します。
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論理ドメインの複数ノードへの Storage Foundation の
インストール
Solaris Logical Domains 環境の複数ノードに Storage Foundation をインストールす
るには、単一ノードの場合と同じように、次の操作を実行する必要があります。
■

p.78 の 「Oracle VM Server for SPARC およびドメインのインストールと設定」 を参
照してください。

■

p.78 の 「制御ドメインまたはゲストドメインへの Storage Foundation のインストール」
を参照してください。

■

p.79 の 「pkgadd を使ったゲストドメインへの Veritas File System のインストール」
を参照してください。

■

p.79 の 「設定の確認」 を参照してください。

Cluster Volume Manager のクラスタエージェントの再設定
この節は分割 Storage Foundation モデルにのみ当てはまります。
Storage Foundation CVM に、次のような追加の設定手順が必要です。
■

p.98 の 「vxfsckd リソースの削除」 を参照してください。

■

p.99 の 「グループでの CVMVolDg の作成」 を参照してください。

vxfsckd リソースの削除
Storage Foundation と CVM の設定後、vxfsckd リソースを削除します。
vxfsckd リソースを削除するには

1

次のコマンドを使って、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

次のコマンドを使って、リソースを削除します。
# hares -delete vxfsckd

3

次のコマンドを使って、設定を読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero
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4

次のコマンドを使って、リソースを停止します。
# hastop -all

5

次のコマンドを使って、リソースを再起動します。
# hastart
hastart コマンドをクラスタのすべてのノードで実行します。

グループでの CVMVolDg の作成
次の手順に従って、特定のグループに CVMVolDg を作成します。
CVMVolDg を作成するには

1

次のコマンドを使って、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

次のコマンドを使って、CVMVolDg リソースを追加します。
# hares -add name_of_resource CVMVolDg name_of_group

3

次のコマンドを使って、ディスクグループ名をリソースに追加します。
# hares -modify name_of_resource CVMDiskGroup diskgroup_name

4

次のコマンドを使って、属性をシステムのローカルにします。
# hares -local name_of_resource CVMActivation

5

属性をリソースに追加します。
# hares -modify name_of_resource CVMActivation ¥
activation_value -sys nodename

この手順をノードごとに繰り返します。

6

ボリュームを監視するには、次のコマンドを入力します。
# # hares -modify name_of_resource CVMVolume -add ¥
name_of_volume

データベース環境では、ボリュームを監視することをお勧めします。
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7

このリソースの障害によってグループ全体がダウンすることのないように、次のコマン
ドを使ってリソースを変更します。
# hares -modify name_of_resource Critical 0

8

次のコマンドを使って、リソースを有効にします。
# hares -modify name_of_resource Enabled 1

9

次のコマンドを使って、設定を読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

10 次のコマンドを使って、設定を確認します。
# hacf -verify

これで、main.cf ファイルにリソースが配置されるはずです。

制御ドメインの Cluster Volume Manager を使った高可
用性の実現
クラスタの主な利点は、ハードウェア障害に対する保護です。障害の発生やその他の理
由でプライマリノードが使用できなくなっても、クラスタ内のスタンバイノードに実行制御を
転送することによって、アプリケーションの実行を継続できます。
Oracle VM Server for SPARC を実行する複数の物理ホストの制御ドメインに CVM を配
備することで、制御ドメインの高可用性を実現できます。
図 5-1 に CVM の設定を示します。
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Oracle VM Server for SPARC 環境の CVM 設定

図 5-1

ホスト A

ホスト B

ゲスト: ldom1
VxFS [/fs1]
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VxFS [/snapfs1]
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vdisk は共有ボリュームと
スナップショットを
エクスポートして作成

vdisk1

vdisk1

制御ドメイン A

制御ドメイン B

shared-dg1
vol1

snap-vol1

shared-dg1
vol1

snap-vol1

共有ストレージ

制御ドメインでドメインのシャットダウンを引き起こすハードウェアまたはソフトウェアの障害
が発生すると、該当するホスト上のゲストドメインで実行されている、すべてのアプリケー
ションも影響を受けます。これらのアプリケーションは、クラスタの別のアクティブなノード
で稼働しているゲストにフェールオーバーして再起動できます。
注意: 個々のアプリケーションの設定に基づいて、ゲストで実行中の該当するアプリケー
ションが再開したりタイムアウトになったりする可能性があります。ユーザーはフェールオー
バー制御ドメインの別のゲストでアプリケーションを再起動するかどうかを決定する必要が
あります。下位共有ボリュームに両方のゲストから同時にアクセスすると、データ破損が発
生するシナリオになる可能性があります。
共有ボリュームとそのスナップショットは、ゲストドメインのデバイスとして使うことができま
す。
メモ: ゲストのファイルシステムは制御ドメインの VxVM ドライバと連携できないため、オン
ラインスナップショットを取得する機能は現在無効になっています。
スナップショットを取得する前に、取得対象のボリュームが閉じていることを確認してくだ
さい。
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次の手順の例では、このような環境で共有ボリュームのスナップショットを管理する方法を
示します。この例で、datavol1 はゲストドメイン logical domain1 で使われる共有ボリュー
ムであり、c0d1s2 は logical domain1 に表示されるこのボリュームのフロントエンドです。
datavol1 のスナップショットを取得するには

1

c0d1s0 に存在する、すべての VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。

2

logical domain1 を停止し、バインド解除します。
primary# ldm stop logical domain1
primary# ldm unbind logical domain1

これで、すべてのファイルシステムのメタデータがバックエンドボリューム datavol1
に確実にフラッシュされます。

3

datavol1 のスナップショットを作成します。
サードミラーブレークオフのスナップショットの作成と管理については、『Veritas
Storage Foundation Administrator's Guide』を参照してください。

4

スナップショットの処理が完了したら、logical domain1 をバインドし直して再起動し
ます。
primary# ldm bind logical domain1
primary# ldm start logical domain1

5

logical domain1 をブートしたら、VxFS ファイルシステムを c0d1s0 に再マウントし
ます。

6
Veritas Cluster Server:
Oracle VM Server for SPARC
を高可用性用に設定する
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster Server について

■

Oracle VM Server for SPARC 環境の Veritas Storage Foundation Cluster File
System について

■

Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster Server の設定モデル

■

複数の I/O ドメインを使用した Vertias Cluster Server for Oracle VM Server for
SPARC の設定について

■

障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするための Veritas Cluster Server
の設定

■

障害発生時にアプリケーションをフェールオーバーするための Veritas Cluster Server
の設定

■

VCS 環境の Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの移行

■

複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメインを管理するための VCS の設
定
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Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster
Server について
Veritas Cluster Server (VCS) は、Oracle VM Server for SPARC に高可用性を提供し
ます。論理ドメイン、論理ドメインへのサービス、および論理ドメインで動作するアプリケー
ションを監視するためや、論理ドメインで動作するアプリケーションのみを監視するために
VCS を設定できます。
p.107 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster Server の設定モデ
ル」 を参照してください。
表 6-1 に、Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS 設定を計画するときの基礎にで
きる障害シナリオと VCS のフェールオーバーオプションを示します。
表 6-1

論理ドメイン障害時の Veritas Cluster Server のフェールオーバーオ
プション

障害シナリオ

VCS フェールオーバー

一般的な VCS 設定

論理ドメイン、ストレージ、スイッ VCS はそのノードから別のノー VCS は各ノードの制御ドメイン
チのいずれかに障害が発生
ドに論理ドメインをフェールオー にインストールされる。
バーする。
p.108 の 「障害発生時に論理ド
メインをフェールオーバーする
Veritas Cluster Server の設
定」 を参照してください。
論理ドメイン、ストレージ、スイッ VCS はそのノードから別のノー
チのいずれかに障害が発生
ドに論理ドメインをフェールオー
バーする。
または
論理ドメインのフェールオー
論理ドメインで動作するアプリ
バー後、アプリケーションは同じ
ケーションに障害が発生
論理ドメインで開始される。

VCS は各ノードの制御ドメイン
にインストールされ、単一ノード
の VCS が各ゲストドメインにイ
ンストールされる。
p.108 の 「障害発生時に論理ド
メインをフェールオーバーする
Veritas Cluster Server の設
定」 を参照してください。

論理ドメインで動作するアプリ
ケーションに障害が発生

VCS はアプリケーションをその VCS は各ノードのゲストドメイン
論理ドメインから別の論理ドメイ にインストールされる。
ンにフェールオーバーする。
または
p.111 の 「障害発生時にアプリ
ケーションをフェールオーバー
アプリケーションを実行している
する Veritas Cluster Server の
論理ドメインに障害が発生
設定」 を参照してください。

Veritas Cluster Server の前提条件
このマニュアルは VCS の基礎的な知識があることを前提としています。
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次のマニュアルに記載されている前提条件を確認すると、VCS のインストールをスムーズ
に行えます。
■

『Veritas Cluster Server リリースノート』
このマニュアルは製品ディスクの cluster_server/docs ディレクトリにあります。

■

『Veritas Cluster Server インストールガイド』
このマニュアルは製品ディスクの cluster_server/docs ディレクトリにあります。

特に指定のない限り、このマニュアルから参照される別のマニュアルは Veritas Cluster
Server 5.1 SP1 Solaris の一連のマニュアルです。

Veritas Cluster Server の必要条件
インストールの必要条件については、
p.74 の 「システム必要条件」 を参照してください。
VCS が制御ドメインにインストールされる設定モデルの場合は、次のとおりです。
■

クラスタのすべてのノードで表示できる共有ストレージが必要である。

■

各クラスタノードで論理ドメインを設定する。

■

論理ドメインのブートデバイスとアプリケーションデータが共有ストレージに存在する
必要がある。

VCS がゲストドメインにインストールされる設定モデルの場合は、次のとおりです。
■

共有ストレージ上にアプリケーションデータが存在する必要がある。

■

各ノードに複数の論理ドメインを設定できる。

■

論理ドメインごとに固有のブートデバイスを設定できる。

Veritas Cluster Server の制限事項
設定モデルによって、次の制限事項が Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS に
適用されます。
制御ドメインの VCS 設定の制限事項は、次のとおりです。
■

VCS に設定された論理ドメインごとに 2 つ以上の VCPU が必要になります。VCPU
が 1 つしかないと、制御ドメインはその論理ドメインの CPU 利用率を常に 100% とし
て登録します。これは Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアの問題です。

ゲストドメインの VCS 設定の制限事項は、次のとおりです。
■

同じ物理ノードの複数のゲストドメインに物理デバイスをエクスポートしないでくださ
い。例: ゲストドメインに I/O フェンシングを設定する場合、ゲストドメインの 1 つが停
止すれば、I/O フェンシングは他のゲストドメインも切り離します。
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Veritas Cluster Server の既知の問題
以下では、Oracle VM Server for SPARC 環境の VCS の既知の問題について説明しま
す。

制御ドメインをシャットダウンするとゲストドメインがクラッシュする
ことがある（1631762）
セットアップ

制御ドメインとゲストドメインをそれぞれ持つ
Oracle SPARC Enterprise T5240 サーバーの
物理ボックス 2 台。各物理ボックスのゲストドメイ
ンは 2 ノードクラスタを形成します。これらのノー
ドの名前は node 0 と node 1 です。

症状

node 0 の制御ドメインを正常にシャットダウンす
ると、node 0 のゲストドメインがクラッシュします。

分析

制御ドメインのシャットダウン時にゲストドメインが
機能を継続できる場合でも、制御ドメインのシャッ
トダウンにより node 0 と node 1 の間のハート
ビートが失われます。その結果、クラスタは 2 つ
のサブクラスタを別個に形成し、それらのサブク
ラスタは互いのハートビートを参照できません。
I/O フェンシングは、このスプリットブレインの状
況を解決し、一方のサブクラスタでパニックが起
きても、もう一方のサブクラスタのみ機能し続ける
ようにします。このため、node 0 のパニックは想
定される動作です。

解決策

なし。これは想定される動作です。ただし、ゲス
トドメインの SFCFS スタックと SFRAC スタックが
適切に機能するように、制御ドメインの高可用性
を維持することをお勧めします。
2 つのゲスト（node 0 と node 1）間で仮想プライ
ベート LLT ハートビートをセットアップしていれ
ば、ゲストはクラッシュしません。

Oracle VM Server for SPARC 環境の Veritas Storage
Foundation Cluster File System について
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）を利用すると、ファイルシス
テムを使っているすべてのアプリケーションが Oracle VM Server for SPARC について
同じサーバー上で動作しているかのように、複数のクラスタ化サーバーが 1 つのファイル
システムを同時にマウントして使うことができます。
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Veritas Storage Foundation Cluster File System の制限事項
設定モデルによって、次の制限事項が Oracle VM Server for SPARC 環境の SFCFS
の使用に適用されます。
ゲストドメインの SFCFS 設定の制限事項は、次のとおりです。
■

1 つ以上のゲストドメインがディスクグループを共有する場合、VVR を使っている共
有ディスクグループのレプリケートはサポートされません。

■

ゲストドメインで I/O フェンシングを設定する場合、物理デバイスを同じ物理ノード上
の複数のゲストドメインにエクスポートしないでください。エクスポートすると、ゲストドメ
インの 1 つがダウンしただけで I/O フェンシングによってデバイスが切り離されます。
この状況が原因になり、他のゲストドメインからもそのデバイスにアクセスできなくなり
ます。

同一の物理デバイスを複数のゲストドメインにエクスポートした場合、I/O フェンシングを
無効にすることをお勧めします。

Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster
Server の設定モデル
Oracle VM Server for SPARC 環境に VCS を設定する場合、論理ドメイン、ネットワー
ク、論理ドメインで稼働する必要があるストレージデバイスについて特定の情報が必要で
す。
論理ドメインに関する次の情報を用意してください。
■

論理ドメインの名前

■

各ノードのプライマリネットワークインターフェースの名前

■

論理ドメインが使う仮想スイッチ

■

論理ドメインが使うストレージの名前とタイプ

VCS の設定は、障害発生時に VCS で論理ドメインとアプリケーションのどちらをフェール
オーバーするのかによって異なります。
■

「障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーする Veritas Cluster Server の設
定」

■

「障害発生時にアプリケーションをフェールオーバーする Veritas Cluster Server の
設定」

p.104 の 「Oracle VM Server for SPARC 環境での Veritas Cluster Server について」
を参照してください。
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障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーする Veritas Cluster Server
の設定
VCS は、論理ドメインを監視するようにも、ゲストドメインの論理ドメインとアプリケーション
の両方を監視するようにも設定できます。
■

p.108 の 「制御ドメインにインストールされて論理ドメインを監視する Veritas Cluster
Server」 を参照してください。

■

p.109 の 「制御ドメインにインストールされてゲストドメインのアプリケーションを監視す
る Veritas Cluster Server」 を参照してください。

Oracle VM Server for SPARC 環境で VCS を設定するとき、VCS は論理ドメインとその
サポートコンポーネントの健全性を監視します。VCS は、論理ドメインとストレージを監視
するために LDom エージェントを使い、ストレージとネットワークサービスを監視するため
にネットワークエージェントを使います。論理ドメインリソースが障害になったことをエー
ジェントが検出した場合、VCS はクラスタの別のノードに論理ドメインリソースを含んでい
るサービスグループを移動します。
論理ドメインエージェントと他の付属エージェントについては、『Veritas 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。

制御ドメインにインストールされて論理ドメインを監視する Veritas Cluster
Server
図 6-1 は、制御ドメインにインストールした VCS で論理ドメインとそのリソースの高可用性
を実現する一般的な設定を示しています。
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制御ドメインにインストールされた VCS で論理ドメインの高可用性を
実現する一般的な設定

図 6-1

ldom1

制御ドメイン

論理ドメイン

制御ドメイン

ldom1
VCS

論理ドメイン
ldom1

VCS

仮想層
論理層
VCS プライベート
ネットワーク

ノード 1

ノード 2

ブートデバイス

アプリケーション
ストレージ

プライベートネットワーク

論理ドメイン高可用性のための一般的な 2 ノードの VCS 設定には、次のソフトウェアと
ハードウェアインフラストラクチャが含まれます。
■

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアがノード 1 とノード 2 の各システム上にイ
ンストールされる。

■

共有ストレージが各システムに接続される。

■

論理ドメイン（logical domain1）は、共有ブートデバイスがある両方のノードにある。

■

各 LDom にオペレーティングシステムがインストールされる。

■

VCS は各ノードの制御ドメインにインストールされる。

制御ドメインにインストールされてゲストドメインのアプリケーションを監
視する Veritas Cluster Server
図 6-2 は、制御ドメインにインストールした VCS で、ゲストドメインで実行されるアプリケー
ションの高可用性を実現する一般的な設定を示しています。
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制御ドメインにインストールされた VCS でアプリケーションの高可用
性を実現する一般的な設定

図 6-2
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論理ドメイン
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制御ドメイン

アプリケーショ
ン

VCS

論理ドメイン
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アプリケーション

VCS
VCS
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VCS
(1 つのノード)
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論理層

VCS
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トワーク

ノード 1
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ブートデバイス

アプリケーション
ストレージ

プライベートネットワーク

論理ドメインをフェールオーバーして論理ドメインで実行されるアプリケーションの高可用
性を維持する、一般的な 2 ノードの VCS 設定によるインフラストラクチャは次のとおりで
す。
■

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアがノード 1 とノード 2 の各システム上にイ
ンストールされる。

■

共有ストレージが各システムに接続される。

■

詳細設定が同じ論理ドメイン（logical domain1）は、共有ブートデバイスがある両方
のノードにある。

■

各論理ドメインにオペレーティングシステムがインストールされる。

■

VCS は各ノードの制御ドメインにインストールされる。

■

各ゲストドメインに単一ノードの VCS がインストールされる（VCS のカーネルコンポー
ネントは不要）。

■

VCS サービスグループはゲストのドメインの中で動作するアプリケーションのゲストド
メインの中に存在する。制御ドメインの VCS は RemoteGroup のリソースを使うアプリ
ケーションを管理するためにこのサービスグループを使う。
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■

RemoteGroup のリソースを持つサービスグループは、制御ドメイン中に、ゲストドメイ
ンのアプリケーションサービスグループを監視するために存在する。

■

LDom のリソースを持つサービスグループは制御ドメインに存在する。

■

RemoteGroup サービスグループから LDom サービスグループに online global firm
依存関係がある。

障害発生時にアプリケーションをフェールオーバーする Veritas Cluster
Server の設定
図 6-3 は、ゲストドメインで実行されるアプリケーションの高可用性を実現する一般的な
VCS 設定を示しています。
ゲストドメインにインストールされた Veritas Cluster Server でアプリ
ケーションの高可用性を実現する一般的な設定

図 6-3

ldom1

ldom2

VCS

VCS

VCS

1

Node2

アプリケーションをフェールオーバーして論理ドメインで実行されるアプリケーションの高
可用性を維持する、一般的な 2 ノードの VCS 設定によるインフラストラクチャは次のとお
りです。
■

Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアがノード 1 とノード 2 の各システム上にイ
ンストールされる。
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■

共有ストレージが各システムに接続される。

■

ローカルブートデバイスが存在する可能性のある、両方のノード上に論理ドメインが
作成される。

■

各 LDom にオペレーティングシステムがインストールされる。

■

VCS は各ノードのゲストドメインにインストールされる。

複数の I/O ドメインを使用した Vertias Cluster Server
for Oracle VM Server for SPARC の設定について
Oracle VM Server for SPARC の仮想化技術を使用すると、ゲスト論理ドメインに冗長な
ストレージとネットワークサービスを提供するために複数の I/O ドメイン（制御ドメインと代
替の I/O ドメイン）を作成できます。複数の I/O ドメインを使うために設定される典型的な
クラスタセットアップには 2 つの物理システムがあります。各物理システムで、制御ドメイン
と代替の I/O ドメインが論理ドメインにバックエンドのストレージからの I/O サービスとネッ
トワークデバイスを提供します。
図 6-4

ストレージおよび制御ドメインと代替の I/O ドメインからのネットワー
クサービスを使った、システム A とシステム B 上のゲスト論理ドメイ
ン

いずれかのドメインのストレージサービスまたはネットワークサービスが障害になっても、
ゲスト論理ドメインは、他の I/O ドメインから I/O サービスの提供を受けるので、同じ物理
システムで機能し続けます。ただし、物理システムの両方の I/O ドメインのサービスで障
害が発生すると、物理システムの論理ドメインが障害になります。
論理ドメインを管理するために複数の I/O ドメインの VCS の設定してください。VCS は、
両方のドメインのサービスが障害になると、1 つのシステムから別のシステムの論理ドメイ
ンに論理ドメインをフェールオーバーします。
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メモ: フェールオーバーは、すべての I/O ドメインの I/O サービスが障害になるか、制御
ドメインがダウン状態になると起こります。

代替 I/O ドメインについて
代替 I/O ドメインは、物理システム上のゲストドメインに高可用性のストレージとネットワー
クサービスを提供する、Oracle VM server for SPARC で利用可能な Oracle の技術で
す。

代替 I/O ドメインのセットアップ
論理ドメインをサポートするためにシステムをセットアップしている間、制御ドメイン（プライ
マリドメイン）は物理システムのすべての I/O デバイスを所有します。代替の I/O ドメイン
を作成するためには、制御ドメインからのいずれかの PCI Express バスの所有権を放棄
し、論理ドメインに割り当てる必要があります。
代替 I/O ドメインの作成について詳しくは、Oracle Sun のマニュアルを参照してくださ
い。

複数の I/O ドメインを持つ論理ドメインを管理するための VCS の設定
VCS の設定に進みます。p.130 の 「複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメ
インを管理するための VCS の設定」 を参照してください。

障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするため
の Veritas Cluster Server の設定
論理ドメインの高可用性を維持するように VCS を設定できます。論理ドメインの監視に加
えて、論理ドメインで実行されるアプリケーションを監視するようにも VCS を設定できます。
ゲストドメインのアプリケーションを管理するには、制御ドメインの VCS で追加の手順を実
行する必要があります。制御ドメインに VCS をインストールした後、online global firm
依存関係を持つ RemoteGroup リソースのサービスグループと論理ドメインリソースの
サービスグループを個別に作成する必要があります。
メモ: RemoteGroup リソースを論理ドメインサービスグループの一部として作成すると、
論理ドメインがダウンしたときに RemoteGroup リソースの状態が UNKNOWN のままに
なります。そのため、VCS がサービスグループをプローブせず、論理ドメインをオンライン
にすることはできません。サービスグループ間に online global firm 依存関係がある場
合、親 RemoteGroup サービスグループの状態とは無関係に、障害が発生した論理ドメ
インサービスグループを VCS でフェールオーバーできます。
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障害により論理ドメインをフェールオーバーするように VCS を設定するには、次のタスク
を実行します。
■

設定シナリオを再確認する
p.115 の 「設定シナリオ」 を参照してください。

■

論理ドメインを設定する
p.117 の 「論理ドメインの設定」 を参照してください。

■

制御ドメインに VCS をインストールする
p.117 の 「制御ドメイン内への Veritas Cluster Server のインストール」 を参照してく
ださい。

■

論理ドメインの VCS サービスグループを作成する
p.118 の 「論理ドメインの Veritas Cluster Server サービスグループの作成」 を参照
してください。

アプリケーションの障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするように VCS を設定
するには、次の追加のタスクを実行します。
■

ゲストドメインに単一ノードの VCS をインストールする
p.118 の 「ゲストドメインへの単一ノードの Veritas Cluster Server のインストール」 を
参照してください。

■

ゲストドメインのアプリケーションを監視するように制御ドメインの VCS を設定する
p.118 の 「ゲストドメインのアプリケーションを監視する Veritas Cluster Server の設
定」 を参照してください。

図 6-5 は、論理ドメインの障害または論理ドメインで実行されるアプリケーションの障害を
管理するように VCS を設定するワークフローを示しています。
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障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするように VCS を設
定するワークフロー

図 6-5

LDom を監視する VCS:
必要なハードウェアを設定する（システム、ネ
ットワーク、ストレージ）

Solaris 10 をインストールし、LDoms を設定す
る

各サーバーの制御ドメインに VCS をインスト
ールする

制御ドメインで LDom の VCS サービスグルー
プを作成する

ゲストドメインのアプリケ
ーションを監視する VCS:
各サーバーのゲストドメインに単一ノードの
VCS をインストールする

ゲストドメインにアプリケーションサービスグ
ループを作成する

制御ドメインでアプリケーションサービスグル
ープに対して RemoteGroup サービスグループ
を作成する

LDom と RemoteGroup サービスグループの間
に online global firm 依存関係を作成する

設定シナリオ
図 6-6 は論理ドメインリソースの基本的な依存関係を示しています。
図 6-6

ストレージリソースとネットワークリソースに依存する論理ドメインリ
ソース
LDom

ストレージ

ネットワーク
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ネットワーク設定
プライマリネットワークインターフェースは、仮想インターフェースか物理インターフェース
かを問わず、NIC エージェントを使って監視します。ifconfig コマンドで表示されるイン
ターフェースを使ってください。
監視するべき推奨のネットワークデバイス。
図 6-7 は論理ドメインサービスグループの例です。論理ドメインソースには、ネットワーク
（NIC）とストレージ（Volume と DiskGroup）の両方のリソースが必要です。
NIC エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレ
ンスガイド』を参照してください。

ストレージ設定
ストレージ設定に応じて、Volume エージェント、DiskGroup エージェント、Mount エー
ジェントを組み合わせて使って論理ドメインのストレージを監視します。
メモ: シマンテック社は、VCS が制御ドメインにある設定では、LDom ストレージとして、
VxVM で管理されるボリュームまたはボリューム内のフラットファイルを推奨します。

Veritas Volume Manager の公開されたボリューム
制御ドメインに VCS のストレージソリューションがある構成には Veritas Volume Manager
（VxVM）の公開されたボリュームをお勧めします。VxVM ボリュームの監視には Volume
エージェントと DiskGroup エージェントを使います。VCS と VxVM を組み合わせること
によって、高可用性アプリケーションの保護を強化できます。
図 6-7 に、Volume リソースと DiskGroup リソースに依存する論理ドメインリソースを示し
ます。
図 6-7

論理ドメインリソースは、環境に応じて、NIC、ボリューム、および
DiskGroup などのリソースに依存します。
LDom
LDom

Volume

NIC

DiskGroup

Volume エージェントと DiskGroup エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster
Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

第 6 章 Veritas Cluster Server: Oracle VM Server for SPARC を高可用性用に設定する
障害発生時に論理ドメインをフェールオーバーするための Veritas Cluster Server の設定

イメージファイル
イメージファイルの監視には、Mount、Volume、DiskGroup エージェントを使います。
図 6-8 は LDom リソースがイメージファイルを使用したリソースにどのように依存するかを
示します。
図 6-8

LDom リソースとさまざまなストレージリソースの関係
LDom
LDom

Mount

NIC

Volume

DiskGroup

Mount エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファ
レンスガイド』を参照してください。

論理ドメインの設定
論理ドメインを設定するには、次の手順を実行する必要があります。
論理ドメインを設定するには

1

ネットワークとストレージの設定が VCS の必要条件に適合することを確認します。
p.105 の 「Veritas Cluster Server の必要条件」 を参照してください。

2

必要な Solaris オペレーティングシステムを論理ドメインにインストールしたことを確
認します。

3

同一の設定とブートデバイスを使って各システム上に論理ドメイン（ldom1）を作成し
ます。

制御ドメイン内への Veritas Cluster Server のインストール
VCS を各システムの制御ドメインにインストールする必要があります。
制御ドメイン内に Veritas Cluster Server をインストールするには
◆

各システムの制御ドメインに VCS をインストールして設定します。

制御ドメインに VCS をインストールする手順は、通常の VCS のインストールとほとんど同
じです。ただし、VCS のインストール先ホスト名として制御ドメインのホスト名を指定する必
要があります。
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VCS のインストールと設定の手順について詳しくは、『Veritas Cluster Server インストー
ルガイド』を参照してください。

論理ドメインの Veritas Cluster Server サービスグループの作成
また、Veritas Operations Manager（VOM）またはコマンドラインを使ってサービスグルー
プを作成および管理できます。
サービスグループの使用と管理について詳しくは、『Veritas 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監視する Veritas Cluster Server の設定
ゲストドメインのアプリケーションを監視するには、次の手順を実行して VCS を設定する
必要があります。
■

p.118 の 「ゲストドメインへの単一ノードの Veritas Cluster Server のインストール」 を
参照してください。

■

p.118 の 「ゲストドメインのアプリケーションを監視する Veritas Cluster Server の設
定」 を参照してください。

ゲストドメインへの単一ノードの Veritas Cluster Server のインス
トール
ゲストドメイン内に単一ノードの Veritas Cluster Server（VCS）をインストールするには、
次の手順を実行します。
ゲストドメインに単一ノードの Veritas Cluster Server をインストールするには

1

ゲストドメインに単一ノードの VCS（カーネルコンポーネント不要）をインストールしま
す。
論理ドメインに単一ノードの VCS をインストールする方法について詳しくは、『Veritas
Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

2

VCS エンジンを起動します。

ゲストドメインのアプリケーションを監視する Veritas Cluster Server
の設定
ゲストドメインのアプリケーションを監視するには、次の手順を実行して制御ドメインの
Veritas Cluster Server（VCS）を設定します。
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ゲストドメインのアプリケーションを監視する Veritas Cluster Server を設定するには

1

アプリケーションの VCS サービスグループ（lsg1）を設定します。
サービスグループの ManualOps 属性は、デフォルト値の true に設定されたままに
する必要があります。

2

最小限の権限を持つ VCS ユーザー（lsg1 –admin）を VCS サービスグループ（lsg1）
のグループオペレータとして追加します。

3

1 で設定した VCS サービスグループ（lsg1）を監視するように制御ドメインの
RemoteGroup サービスグループ（rsg1）を設定します。

4

次のように RemoteGroup リソース属性の値を設定します。

5

■

リソースまたはタイプの RestartLimit 属性を 1 以上に設定

■

リソースまたはタイプの OfflineWaitLimit 属性を 1 に設定

■

リソースまたはタイプの ToleranceLimit 属性を 1 に設定

図 6-9 に示すようなグループとリソースの依存関係を作成します。
グループとリソースの依存関係図

図 6-9
制御ドメイン

論理ドメイン（ldom1）

RemoteGroup サービスグループ
(rsg1)
RemoteGroup

LDom サービスグループ (lsg1)
LDom

Volume

DiskGroup

アプリケーションサービスグループ
(asg1)

Application

online global
(firm)

Mount

rsg1
monitors
asg1

NIC

Storage

Network
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メモ: RemoteGroup 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は、ゲストドメ
インのアプリケーションを監視するように VCS を設定する場合にのみ必要です。

RemoteGroup リソース定義
RemoteGroup リソースのリソース定義は次のとおりです。
RemoteGroup rsg1 (
GroupName = lsg1
IpAddress = <IP address of logical domain1>
ControlMode = OnOff
Username = lsg1-admin
Password = <lsg1-admin's password>
)

RemoteGroup エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェ
ントリファレンスガイド』を参照してください。

論理ドメインサービスグループのフェールオーバーの検証
さまざまな状況で設定を検証します。

hagrp -switch コマンドの使用
論理ドメインサービスグループをクラスタ内の別のノードに切り替えて、サービスグループ
がフェールオーバーすることを確認します。すべてのリソースが適切に設定されている場
合には、サービスグループが最初のノードでシャットダウンされ、2 つ目のノードに引き継
がれます。

その他の検証シナリオ
次の検証シナリオでは、論理ドメインを停止または移動するか、または該当する論理ドメ
インのリソースを停止しています。VCS が障害発生または移動を検出して、対象の論理
ドメインをフェールオーバーするか、または何も起きないかのいずれかになります。
簡単なテスト用のシナリオは、次の一覧のとおりです。
■

VCS 制御の外側から論理ドメインを停止します。VCS が論理ドメインを別のノードに
フェールオーバーすることを確認します。
コマンドを入力して、VCS 経由で論理ドメインをブートします。論理
ドメインが稼働しているノードで VCS 経由で論理ドメインをシャットダウンし、別のノー
ドに移動します。その別のノードで、VCS 制御の外側から論理ドメインをブートすると、
そのノードでサービスグループがオンラインになります。

■ hagrp -online
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障害発生時にアプリケーションをフェールオーバーする
ための Veritas Cluster Server の設定
Veritas Cluster Server（VCS）でゲストドメインのアプリケーションを管理できるようにする
には、各システムのゲストドメインに VCS をインストールして設定する必要があります。
ゲストドメインのアプリケーションを管理するように Veritas Cluster Server を設定するに
は

1

各システムのゲストドメインに VCS をインストールして設定します。
インストールと設定の手順について詳しくは、『Veritas Cluster Server インストール
ガイド』を参照してください。

2

プライベート相互接続用のプライベート仮想スイッチを使って、2 つの仮想 NIC を作
成します。
同じ制御ドメイン内の論理ドメイン間でフェールオーバーする場合、物理ネットワー
クインターフェースのない仮想スイッチを設定できます。

3

監視するアプリケーションの VCS サービスグループを設定します。
■

ストレージを監視する、Mount リソースと Disk リソースを設定します。

■

ネットワークを監視する NIC リソースを設定します。

■

アプリケーション固有のエージェントを使ってアプリケーションリソースを設定しま
す。

VCS でアプリケーションとリソースを設定する方法について詳しくは、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
ストレージとネットワーク関連の付属エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster
Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

VCS 環境の Oracle VM Server for SPARC ゲストドメイ
ンの移行
VCS は、Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインのコールド移行、ウォーム移行、ラ
イブ移行（ドメイン移行とも呼びます）をサポートしています。
ドメイン移行では、あるホストシステムからの別のホストシステムにゲストドメインを移行でき
ます。移行が開始されるシステムはソースシステムです。ドメインの移行先のシステムは
ターゲットシステムです。
移行操作が進行中の間、ソースシステムからターゲットシステム上の移行先ドメインに、移
行するドメインへが転送されます。
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Oracle VM Server for SPARC 2.0 リリースまでのドメイン移行はウォーム移行です。ウォー
ム移行では、移行するドメインが移行の前に中断状態になります。
Oracle VM Server for SPARC 2.1 ではライブ移行が導入され、アクティブなドメインを動
作中に移行でき、パフォーマンスが向上します。
ライブ移行に加えて、バインドされたドメインまたは非アクティブなドメインを移行できます。
この移行はコールド移行です。
次のようなタスクを実行するためにドメイン移行を使うことができます。
■

システム間の負荷の分散

■

ゲストドメインが動作し続けている間のハードウェア保守の実行

ウォーム移行の概要
ソースシステムの論理ドメインマネージャはドメインを移行する要求を受け入れ、ターゲッ
トシステムで動作する論理ドメインマネージャとの安全なネットワーク接続を確立します。
この接続が確立されたら、移行が行われます。
移行操作は次の各段階で行われます。
段階 1

ターゲットホストで動作する論理ドメインマネージャとの接続の後で、ソースシステ
ムとドメインについての情報がターゲットホストに転送されます。ターゲットホストの
論理ドメインマネージャは、移行が可能であるかどうか判断するための一連の検査
を実行するためにこの情報を使います。検査はソースドメインの状態によって異な
ります。たとえば、ソースドメインがアクティブな場合、論理ドメインマネージャは、ド
メインがバインドされているか非アクティブな場合とは異なる、一連の検査を実行し
ます。

段階 2

段階 1 のすべての検査に合格すると、ソースおよびターゲットシステムは移行のた
めに準備します。ソースの論理ドメインマネージャはソースドメインを中断します。
ターゲットシステムで、論理ドメインマネージャはソースドメインを受信するためのド
メインを作成します。

段階 3

アクティブなドメインの場合、次の段階はドメインのすべての実行時状態情報をター
ゲットに転送することです。論理ドメインマネージャはハイパーバイザからこの情報
を取得します。ターゲットで、論理ドメインマネージャはハイパーバイザに状態情報
をインストールします。

段階 4

ハンドオフ - すべての状態情報が転送された後、ターゲットドメインが実行を再開
すると、ハンドオフが起こります（ソースがアクティブだった場合）。ソースの論理ドメ
インマネージャはソースドメインを破棄します。ここから先は、ターゲットドメインが実
行中ドメインの唯一のバージョンになります。
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ライブ移行の概要
ソースシステムの論理ドメインマネージャはドメインを移行する要求を受け入れ、ターゲッ
トシステムで動作する論理ドメインマネージャとの安全なネットワーク接続を確立します。
移行はこの接続が確立された後行われます。
移行操作は次の各段階で行われます。
段階 1

ソースシステムがターゲットシステムで動作する論理ドメインマネージャと接続した
後、論理ドメインマネージャは移行対象のソースシステムとドメインについての情報
をターゲットシステムに転送します。論理ドメインマネージャは、移行が可能である
かどうか判断するための一連の検査を実行するためにこの情報を使います。論理
ドメインマネージャは、移行予定のドメインに対し、状態によって左右される検査を
実行します。実行される検査は、アクティブなドメインと、バインドされているか非ア
クティブなドメインでは異なります。

段階 2

段階 1 のすべての検査に合格すると、ソースおよびターゲットシステムは移行のた
めに準備します。ターゲットシステムで、論理ドメインマネージャはドメインを受信す
るためのドメインを作成します。移行するドメインが非アクティブまたはバインドされ
ている場合、移行操作は段階 5. に進みます。

段階 3

移行するドメインがアクティブな場合、その実行時の状態情報がターゲットシステム
に転送されます。ドメインは動作し続け、論理ドメインマネージャは同時にオペレー
ティングシステムがこのドメインに対して行う変更を追跡します。ソースの論理ドメイ
ンマネージャはソース上でソースハイパーバイザからこの情報を取り込み、ターゲッ
トの論理ドメインマネージャにこの情報を送ります。ターゲットの論理ドメインマネー
ジャはターゲットのハイパーバイザにこの情報をインストールします。

段階 4

論理ドメインマネージャは移行するドメインを中断します。この時点で、残りの変更
された状態情報がターゲットシステムにすべて再コピーされます。このように、ドメイ
ンへの認識可能な中断はほとんどまたはまったくありません。中断の量は作業負荷
によって決まります。

段階 5

ソースシステムの論理ドメインマネージャからターゲットシステムの論理ドメインマ
ネージャにハンドオフが行われます。ハンドオフは、移行されたドメインが実行を再
開され（移行対象のドメインがアクティブだった場合）、ソースシステムのドメインが
破壊されたときに行われます。ここから先は、移行されたドメインが実行中ドメイン
の唯一のバージョンになります。

Oracle VM Server for SPARC 2.1 では、試みられるデフォルトのドメイン移行はライブ
移行です。Oracle VM Server for SPARC のインストールされたバージョンが 2.0 なら、
デフォルトのドメイン移行はウォーム移行です。サポート対象の構成について詳しくは、
『Oracle® VM Server for SPARC 2.1 Administration Guid』の第 9 章「Migrating
Domains」を参照してください。
VCS は、 Oracle VM Server for SPARC のドメイン移行の次の 3 つのバリエーションを
サポートします。
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■

1 つの VCS ノードからのクラスタの他の VCS ノードへのゲスト移行。たとえば次のコ
マンドを実行します。
sys1# ldm migrate logical domain1 sys2

■

VCS ノードからの非 VCS ノードへのゲストの移行。たとえば次のコマンドを実行しま
す。
sys1# ldm migrate logical domain1 sys3

■

ターゲットシステムへの移行の際の論理ドメインの名称変更。たとえば次のコマンドを
実行します。
sys1# ldm migrate logical domain1 sys2:logical domain2

ドメイン移行を実行する前の前提条件
ドメイン移行を実行する前に次の前提条件を実行してください。
■

LDom タイプの IntentionalOffline 属性の値が 1 であることを確認します。なお、1
はデフォルト値です。

■

移行予定の LDom の LDom リソースが ONLINE または OFFLINE で一定の状態に
あることを確認してください。

■

論理ドメインを移行するときにその名前を変更するには、VCS の LDom リソースの
LDomName 属性がターゲットノードのターゲット LDom 名でローカライズされている
ことを確認してください。名前を変更した場合、移行の後で VCS は LDom の監視を
続けることができます。

■

LDom の CfgFile 属性が移行の前に設定されていることを確認してください。

■

RemoveLDomConfigForMigration 属性が移行の前に設定されていることを確認し
てください。この属性が設定されている場合、LDom エージェントは、offline または
clean が呼び出されたシステムから LDom 設定を削除します。これは、LDom がター
ゲットノードにフェールオーバーし、ソースノードに移行されるシナリオで役立ちます。
LDom 設定がソースノードに残っている場合、移行を行うことはできません。詳しくは、
『Bundled Agents Reference Guide for Solaris』の LDom エージェント属性の説明
を参照してください。

VCS を使用した Oracle VM Server for SPARC ドメイン移行のサポートさ
れる配備モデル
VCS を使用した Oracle VM Server for SPARC ドメイン移行のサポートされる配備モデ
ルは次のとおりです。
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■

p.125 の 「VCS がゲストドメインを管理する制御ドメインにインストールされている場合
の Oracle VM ゲストの移行」 を参照してください。

■

p.126 の 「ゲストドメイン内のアプリケーションを監視するために、VCS が制御ドメイン
にインストールされシングルノードの VCS がゲストドメインにインストールされている場
合の Oracle VM ゲストの移行」 を参照してください。

■

p.128 の 「Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.1 以降のアプリケーションを管
理するために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場合の Oracle VM
ゲストの移行」 を参照してください。

■

p.128 の 「Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.0 のアプリケーションを管理す
るために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場合の Oracle VM ゲスト
の移行」 を参照してください。

VCS がゲストドメインを管理する制御ドメインにインストールされている場
合の Oracle VM ゲストの移行
ゲストドメインを管理する制御ドメインに VCS がインストールされている場合に移行するに
は、次の情報を使ってください。
VCS が制御ドメインにインストールされる場合に LDom の移行を実行するには、次の手
順を実行します。
◆

移行のための ldm コマンドを使います。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2

図 6-10 は、VCS が制御ドメインの間でクラスタ化されている場合の論理ドメインの移行を
示しています。
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VCS が制御ドメインの間でクラスタ化されている場合の論理ドメイン
の移行

図 6-10
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ゲストドメイン内のアプリケーションを監視するために、VCS が制御ドメイ
ンにインストールされシングルノードの VCS がゲストドメインにインストー
ルされている場合の Oracle VM ゲストの移行
次の場合には、移行のために次の情報を使ってください。
■

VCS が制御ドメインにインストールされている

■

制御ドメインの VCS はゲストドメインのアプリケーションを管理する

■

ゲストドメインにインストールされたシングルノード VCS がゲストドメインのアプリケー
ションを監視する
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VCS が、ゲストドメインのアプリケーションを管理する制御ドメインにインストールされて
いる場合に LDom の移行を実行するには
◆

移行のための ldm コマンドを使います。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2

図 6-10 は、VCS が制御ドメイン間でクラスタ化され、ゲストドメイン内のシングルノード
VCS がアプリケーションを監視している場合のドメイン移行を示しています。
VCS が制御ドメイン間でクラスタ化され、ゲストドメイン内のシングル
ノード VCS がアプリケーションを監視している場合のドメイン移行

図 6-11
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Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.1 以降のアプリケーションを
管理するために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場合
の Oracle VM ゲストの移行
VCS クラスタがゲストドメインの間で設定されている場合にゲストドメインを移行する場合
には、次の手順の 1 つを実行します。
Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.1 以降のゲストドメインにあるアプリケーショ
ンを管理するゲストドメインに VCS がインストールされている場合に LDom の移行を実
行するには
◆

移行のための ldm コマンドを使います。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2

Oracle VM Server for SPARC バージョン 2.0 のアプリケーションを管理
するために VCS クラスタがゲストドメインにインストールされる場合の
Oracle VM ゲストの移行
ドメイン移行はウォーム移行です。
メモ: LLT と GAB の開始と停止を行う必要はありません。ウォーム移行では、LLT と GAB
は適切な手順を経て自動的に再起動します。

第 6 章 Veritas Cluster Server: Oracle VM Server for SPARC を高可用性用に設定する
VCS 環境の Oracle VM Server for SPARC ゲストドメインの移行

VCS がゲストドメインにインストールされている場合に LDom のドメイン移行を実行する
には

1

VCS エンジンを停止します。移行する論理ドメインがあるシステムで hastop -local
-force コマンドを使います。この手順を実行すると、移行の完了時に GAB によっ
て VCS エンジンプロセスを強制終了する必要がなくなります。設定がクラスタの他の
メンバーと同期していない場合、GAB はすべてのクライアントの再設定と再起動を
要求します。

2

CVM が論理ドメイン内で設定されている場合、この手順を実行します。クラスタのす
べてのノードで LLT の peerinact パラメータの値を 0 に設定します。値をゼロに設
定するのは、論理ドメインの移行中に、システムがクラスタの他のメンバーによってク
ラスタから追い出されないようにするためです。CVM スタックが設定解除されている
場合、アプリケーションを停止できます。
LLT チューニングパラメータの設定手順について詳しくは、『Veritas Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。

3

フェンシングが論理ドメイン内の単一インスタンスモードで設定されている場合、この
手順を実行します。 Unconfigure and unload the vxfen module in the logical
domain.この手順を実行すると、論理ドメインの移行完了時に GAB がノードをパニッ
クにしないようになります。

4

ldm インターフェースを使って、論理ドメインを制御ドメインから移行します。移行が
完了するまで待機します。
ldm migrate [-f] [-n] [-p password_file] source_ldom ¥
[user@target_host[:target_ldom]

次に例を示します。
Sys1# ldm migrate ldom1 Sys2

5

手順 3 を実行した場合、この手順を実行します。論理ドメインで vxfen モジュール
をロードおよび設定します。I/O フェンシングとその管理について詳しくは、『Veritas
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

6

手順 2 を実行した場合、この手順を実行します。クラスタのすべてのノードで、LLT
の peerinact パラメータの値を元の値にリセットします。
LLT チューニングパラメータの設定手順について詳しくは、『Veritas Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。

7

hastart コマンドを使って、論理ドメイン内で VCS エンジンを起動します。

図 6-12 は、VCS が制御ドメイン間でクラスタ化され、ゲストドメイン内のシングルノード
VCS がアプリケーションを監視している場合のドメイン移行を示しています。
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VCS がゲストドメインの間でクラスタ化されている場合の論理ドメイン
の移行

図 6-12
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複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメイン
を管理するための VCS の設定
VCS は、複数の I/O ドメインの I/O サービスを使用して論理ドメインに高可用性を提供し
ます。制御ドメインと代替 I/O ドメインの I/O サービスに障害が発生すると、VCS は LDom
をあるシステムから別のシステムにフェールオーバーします。LDom は同じシステムで引
き続き機能し、いずれかの I/O ドメインが引き続きサービスを提供する場合はフェール
オーバーの必要はありません。
VCS はサービスグループとリソースを使って、論理ドメインに提供されるストレージサービ
スとネットワークサービスを管理します。これらのサービスグループは、AlternateIO リソー
スによって監視されます。AlternateIO サービスグループは、LDom エージェントにスト
レージサービスとネットワークサービスの状態についての情報を提供します。VCS は両方
の I/O ドメインからのサービスで障害が発生すると、論理ドメインをフェールオーバーしま
す。
論理ドメインを管理するよう VCS を設定するには、以下のタスクを実行します。
■

サポートされるストレージとネットワークサービスを特定する
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「サポートされるストレージとネットワークサービスを特定する」を参照してください。
■

VCS クラスタを形成するためのノードの数を特定する
「VCS クラスタを形成するためのノードの数を特定する」を参照してください。

■

制御ドメインおよび代替 I/O ドメイン内で VCS をインストールおよび設定する
「制御ドメインおよび代替 I/O ドメイン内での VCS のインストールと設定」を参照して
ください。

■

ストレージサービスを設定する
「ストレージサービスの設定」を参照してください。

■

ストレージサービスグループを設定する
「ストレージサービスグループを設定する」を参照してください。

■

ネットワークサービスグループを設定する
「ネットワークサービスグループを設定する」を参照してください。

■

複数の I/O ドメインからのサービスを監視するためのサービスグループを設定する
「複数の I/O ドメインからのサービスを監視するためのサービスグループの設定」を参
照してください。

■

AlternteIO リソースを設定する
「AlternateIO リソースの設定」を参照してください。

■

論理ドメインサービスグループを設定する
「論理ドメインのサービスグループの設定」を参照してください。

131

132

第 6 章 Veritas Cluster Server: Oracle VM Server for SPARC を高可用性用に設定する
複数の I/O ドメインからのサービスを使って論理ドメインを管理するための VCS の設定

図 6-13

論理ドメインを管理するために物理システムの VCS を設定するため
のワークフロー

複数の I/O サービスを使用した論理ドメインの典型的な設定
複数の I/O ドメインからの I/O サービスを使ったゲスト論理ドメイン。
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図 6-14

複数の I/O ドメインからの I/O サービスを使って論理ドメインを監視
する VCS の設定

システム A、システム B - T5440 サーバー
LDom SG - 論理ドメインサービスグループ
AlternateIO SG - AlternateIO サービスグループ
ストレージ SG - ストレージサービスグループ
ネットワーク SG - ネットワークサービスグループ

サポートされるストレージとネットワークサービスを特定する
次のバックエンドストレージおよびネットワークサービスは論理ドメインにエクスポートでき
ます。
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VCS クラスタを形成するためのノードの数を特定する
VCS クラスタを形成するノードの合計数は、物理システム数に各物理システムの制御ドメ
インと代替の I/O ドメインを掛けたもので決まります。
たとえば、2 つの物理システムがあり、それぞれ制御ドメインと代替の I/O ドメインがある
場合、4 ノードクラスタとして VCS を設定する必要があります。

制御ドメインおよび代替 I/O ドメイン内での VCS のインストールと設定
制御ドメインおよび代替 I/O ドメイン内での VCS のインストールと設定
詳しくは、『Veritas™ Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

ストレージサービスの設定
ストレージサービスによって、設定手順は異なります。
■

LUN、共有ディスク、または CVM ボリューム
p.135 の 「ストレージサービスのための仮想ディスクのマルチパス化について」 を参照
してください。
p.135 の 「LUN、共有ディスク、または CVM ボリュームのための仮想ディスクのマルチ
パス化の設定」 を参照してください。

■

ZFS ボリューム
p.136 の 「バックエンドデバイスが ZFS ボリュームである場合のストレージサービスの
設定」 を参照してください。

■

フラットファイル
詳しくは、『LDom Administrator’s guide』を参照してください。

■

Zpool
詳しくは、『LDom Administrator’s guide』を参照してください。
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ストレージサービスのための仮想ディスクのマルチパス化につい
て
ストレージバックエンドデバイスが LUN、共有ディスク、または CVM ボリュームであるとき
のみ、仮想ディスクのマルチパス化を設定する必要があります。
仮想ディスクのマルチパス化により、複数のパスによってバックエンドストレージにアクセ
スするように、ゲスト論理ドメインの仮想ディスクを設定できます。この機能は、I/O ドメイン
の 1 つからのサービスが利用可能である限りゲストの論理ドメインによってアクセスされる
仮想ディスクがアクセス可能なままになるようにします。
たとえば、複数のサービスドメインに接続済みである共有ストレージの物理ディスクにアク
セスするように、仮想ディスクのマルチパス化を設定できます。そのため、ゲストドメインが
仮想ディスクにアクセスするとき、仮想ディスクドライバはサービスドメインの 1 つを通じて
バックエンドストレージにアクセスします。仮想ディスクドライバがサービスドメインに接続
できなければ、仮想ディスクは異なるサービスドメインを通してバックエンドのストレージに
到達するように試みます。

LUN、共有ディスク、または CVM ボリュームのための仮想ディス
クのマルチパス化の設定
仮想ディスクのマルチパス化を有効にするためには、各サービスドメインからの仮想ディ
スクバックエンドパスをエクスポートし、同じマルチパス化グループ（mpgroup）に仮想ディ
スクを追加する必要があります。mpgroup は名前によって識別され、仮想ディスクバック
エンドをエクスポートするときに設定されます。
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仮想ディスクのマルチパス化を設定するには

1

プライマリドメインにディスクサービスの物理ディスクバックエンドパスを追加します。
# ldm add-vdsdev mpgroup=data backend_path1 volume@primary-vds0

ここで、backend_path1 はプライマリドメインから仮想ディスクバックエンドへのパス
です。

2

手順 1 で追加したディスクの代替ドメインに、ディスクサービスの物理ディスクバック
エンドパスを追加します。
# ldm add-vdsdev mpgroup=data backend_path2 volume@alternate-vds0

ここで、backend_path2 は代替ドメインから仮想ディスクバックエンドへのパスです。

3

ゲストドメインに仮想ディスクをエクスポートします。
# ldm add-vdisk disk_name volume@primary-vds0 ldom_name

ここで、disk_name は仮想ストレージデバイスの名前であり、ldom_name は論理ド
メインの名前です。
メモ: Options 属性の値を排他（excl）に設定しないでください。排他に設定した場
合、論理ドメインはマルチパス化機能を使うことができません。
仮想ディスクのマルチパス化の設定について詳しくは、『Oracle VM server for
SPARC Administration Guid』を参照してください。

バックエンドデバイスが ZFS ボリュームである場合のストレージ
サービスの設定
ZFS ボリュームをバックエンドストレージとして論理ドメインにエクスポートする場合、次
のことを行う必要があります。

1

制御ドメインに作成された ZFS ボリュームをエクスポートします。
mpgroup を設定する必要はありません。

2

代替 I/O ドメインに作成された ZFS ボリュームをエクスポートします。
mpgroup を設定する必要はありません。
メモ: 両方のドメインに作成された ZFS ボリュームが同じであることを確認します。

3

制御ドメインと代替 I/O ドメインからエクスポートされたボリュームから、論理ドメイン
内に ZFS ルートプールミラーを作成します。
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ストレージサービスグループを設定する
VCS のエージェントはゲスト論理ドメインで使用できるようにされたストレージサービスを
管理します。バックエンドストレージデバイスによって、適切な VCS のエージェントを使っ
てください。サポート対象の VCS のエージェントについて詳しくは、「サポートされるスト
レージとネットワークサービスを特定する」を参照してください。
メモ: クラスタの各物理システムでストレージサービスグループを設定する必要があります。
図 6-15

に、物理システム上の制御ドメインと代替 I/O ドメインのストレージ
サービスグループを示します
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設定パラメータ

説明

リソース属性値のローカ
ライズ

バックエンドストレージデバイスの種類によって、VCS リソース属性をロー
カライズする必要がある場合もあります。
たとえば、Disk リソースの場合、制御ドメインと代替 I/O ドメインからの
バックエンドストレージパスが異なっていれば、パーティション属性をロー
カライズする必要があります。

Disk disk1
(
Partition @primary =
"/dev/rdsk/c3t50060E8000C46C50d2s2"
Partition @alternate =
"/dev/rdsk/c1t50060E8000C46C50d2s2"
)
サービスグループの種類 制御ドメインと代替 I/O ドメインのストレージサービスを管理するサービ
スグループはパラレルサービスグループとして設定する必要がありま
す。
SystemList 属性の設定 サービスグループの SystemList 属性を変更し、物理システムで設定
されている制御ドメインと代替 I/O ドメインのホスト名を追加します。
Phantom リソースの設定 すべてのリソースの種類が Disk の場合、Phantom リソースを設定して
ください。
Disk リソースの種類は OnOnly であり、サービスグループの状態を判
断するために貢献しません。Phantom リソースにより、VCS は、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別できます。
Phantom エージェントについて詳しくは『Veritas™ Cluster Server 付
属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

main.cf からのストレージサービスグループの設定例（2 台の物理システムがあるセット
アップ用）
制御ドメインのホスト名 - primary1、primary2
代替ドメインのホスト名 - alternate1、alternate2
group primary1-strsg (
SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
AutoStartList = { primary1, alternate1 }
Parallel = 1
)
Disk disk1
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(
Partition @primary1 = "/dev/rdsk/c3t50060E8000C46C50d2s2"
Partition @alternate1 = "/dev/rdsk/c1t50060E8000C46C50d2s2"
)
Phantom ph1 (
)
group primary2-strsg (
SystemList = { primary2 = 0, alternate2 = 1 }
AutoStartList = { primary2, alternate2 }
Parallel = 1
)
Disk disk2
(
Partition @primary2 = "/dev/rdsk/c3t50060E8000C46C50d2s2"
Partition @alternate2 = "/dev/rdsk/c1t50060E8000C46C50d2s2"
)
Phantom ph2 (
)

ネットワークサービスグループを設定する
VCS のエージェントはゲスト論理ドメインで使用できるようにされたネットワークリソースを
管理します。バックエンドストレージデバイスによって、適切な VCS のエージェントを使っ
てください。詳しくは、「サポートされるストレージとネットワークサービスを特定する」を参
照してください。
メモ: クラスタの各物理システムでネットワークサービスグループを設定する必要がありま
す。
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図 6-16

に、制御ドメインと代替の I/O ドメインのネットワークサービスグルー
プを示します。

各物理システムでネットワークサービスのグループの設定の手順を実行してください。
設定パラメータ

説明

ネットワークリソース属性のローカ バックエンドネットワークデバイスに応じて VCS リソースをロー
ライズ
カライズする必要がある場合もあります。
たとえば、ディスクエージェントの場合、制御ドメインおよび代替
I/O ドメインからエクスポートされたネットワークデバイスが異なっ
ていれば、Device 属性をローカライズする必要があります。
NIC primary1-network
(
Device @primary = nxge3
Device @alternate = nxge4
)
サービスグループの種類

制御ドメインと代替 I/O ドメインのネットワークサービスを管理す
るサービスグループはパラレルサービスグループとして設定す
る必要があります。
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設定パラメータ

説明

SystemList 属性の設定

サービスグループの SystemList 属性を変更し、物理システム
で設定されている制御ドメインと代替 I/O ドメインのホスト名を
追加します。

Phantom リソースの設定

すべてのリソースの種類が NIC の場合、Phantom リソースを
設定してください。
NIC リソースの種類は OnOnly であり、サービスグループの状
態を判断するために貢献しません。Phantom リソースにより、
VCS は、OnOff リソースを含まないパラレルサービスグループ
の状態を判別できます。
Phantom エージェントについて詳しくは『Veritas™ Cluster
Server 付属エージェントリファレンスガイド』を参照してくださ
い。

main.cf からのネットワークサービスグループの設定例（2 台の物理システムがあるセット
アップ用）
制御ドメインのホスト名 - primary1、primary2
代替ドメインのホスト名 - alternate1、alternate2
group primary1-nwsg (
SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
AutoStartList = { primary1, alternate1 }
Parallel = 1
)
NIC nicres1 (
Device @primary1 = nxge3
Device @alternate1 = nxge1
)
Phantom ph3 (
)
group primary2-nwsg (
SystemList = { primary2= 0, alternate2 = 1 }
AutoStartList = { primary2, alternate2 }
Parallel = 1
)
NIC

nicres2(
Device @primary2= nxge3
Device @alternate2 = nxge1
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)
Phantom ph4 (
)

複数の I/O ドメインからのサービスを監視するためのサービスグループ
の設定
AlternateIO リソースのサービスグループを、バックエンドデバイスから論理ドメインにエ
クスポートされたストレージおよびネットワークサービスを監視するために設定してくださ
い。
サービスグループの設定の注意事項
■

パラレルまたはフェールオーバーサービスグループとしてサービスグループを設定す
る。「AlternateIO リソースのサービスグループ設定の種類」を参照。

■

複数のストレージサービスが論理ドメインにエクスポートされている場合、各ストレージ
サービスを監視するために個別のサービスグループを設定できる。たとえば、LUN ボ
リュームストレージサービスと ZFS ボリュームストレージサービスを監視するために個
別のサービスグループを設定できます。

■

サービスグループの SystemList 属性はクラスタ内の各物理システムに存在する制
御ドメインのホスト名のみ含んでいる必要がある。

■

各ノード用に設定されたストレージサービスグループのリストで、サービスグループの
StorageSG の属性をローカライズする。

■

フェールオーバータイプサービスグループの preonline のトリガを有効にする。
# hagrp -modify aiosg TriggerPath bin/AlternateIO

ここで aiosg はサービスグループの名前である。
# hagrp -modify aiosg TriggersEnabled PREONLINE

AlternateIO リソースのサービスグループ設定の種類
サービスグループの種類

条件

パラレル（Parallel）

ストレージサービスがクラスタのすべてのノードに同時にアクセス可
能な場合、AlternateIO リソースのサービスグループはパラレルサー
ビスグループとして設定する必要があります。
たとえば、共有 LUN、共有ディスク、CVM ボリューム。
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フェールオーバー

ストレージサービスがクラスタの 1 つの物理システムでのみアクセス
可能（制御ドメインと代替の I/O ドメイン）である必要がある場合、
フェールオーバーサービスグループとして AlternateIO リソースの
サービスグループを設定してください。
たとえば、zpool。

AlternateIO リソースの設定
AlternateIO リソースは、ゲスト論理ドメインにエクスポートされるストレージとネットワーク
サービスを監視します。AlternateIO リソースはストレージまたはネットワークリソースに依
存していません。ただし、その状態は、ストレージまたはネットワークサービスグループの
状態に依存します。
図 6-17

に、AlternateIO リソースにストレージまたはネットワークリソースへ
の依存関係がないことを示します。

設定パラメータ

説明

StorageSG 属性

この属性はキーと値のペアです。ストレージサービスグループはキー
であり、キーの値は 0 または 1 のいずれかです。
AlternateIo リソースがオンラインになる場合にサービスグループをオ
ンラインにし、AlternateIo リソースがオフラインになる場合にサービス
グループをオフラインにしするには、キーの値を 1 に設定します。
各ノードで設定されているストレージサービスグループのリストで、
AlternateIO リソースの StorageSG 属性をローカライズしてください。

AlternateIO altiores1
(
StorageSG @primary1 = { primary1-strsg1 = 1 }
StorageSG @primary2 = { primary2-strsg1 = 1 }
)
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設定パラメータ

説明

NetworkSG 属性

この属性はキーと値のペアです。ネットワークサービスグループはキー
であり、キーの値は 0 または 1 のいずれかです。
AlternateIo リソースがオンラインになる場合にサービスグループをオ
ンラインにし、AlternateIo リソースがオフラインになる場合にサービス
グループをオフラインにしするには、キーの値を 1 に設定します。
各ノードで設定されているネットワークサービスグループのリストで、
AlternateIO リソースの NetworkSG 属性をローカライズしてください。

AlternateIO altiores1
(
NetworkSG @primary1 = { primary1-nwsg = 0 }
NetworkSG @primary2 = { primary2-nwsg = 0 }
)
preonline トリガ

StorageSG または NetworkSG 属性で設定されるいずれかのサービ
スグループに対し、値を 1 に設定した場合、サービスグループレベル
で preonline トリガを設定してください。
preonline のトリガを設定することで、StorageSG 属性でリストされた
サービスグループが、フェールオーバーか手動切り替えが開始される
システムを除くすべてのシステムでオフラインになります。
preonline トリガの有効について詳しくは、「複数の I/O ドメインからの
サービスを監視するためのサービスグループの設定」を参照してくだ
さい。

AlternateIO リソースのサンプルサービスグループ設定
仮定 - ストレージとネットワークサービスのグループの種類はパラレルです。
group aiosg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1, primary2 }
Parallel = 1
)
AlternateIO aiores1 (
StorageSG @primary1 =
StorageSG @primary2 =
NetworkSG @primary1 =
NetworkSG @primary2 =
)

{
{
{
{

primary1-strsg = 0 }
primary2-strsg = 0 }
primary1-nwsg = 0 }
primary2-nwsg = 0 }
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論理ドメインのサービスグループの設定
VCS はゲスト論理ドメインを管理するために LDom エージェントを使います。論理ドメイ
ンリソースには、AlternateIO リソースへの online local hard 依存関係があります。
LDom サービスグループの AlternateIO サービスグループへの依存
関係

図 6-18

設定のノート
■

サービスグループをフェールオーバータイプサービスグループとして設定する。

■

LDom サービスグループの SystemList の属性は、クラスタ内の各物理システムから
の制御ドメインのホスト名のみ含む必要があります。

■

LDom サービスグループは、AlternateIO サービスグループに online local hard
依存関係を持っている必要があります。

LDom サービスグループの設定例
LDom サービスグループは、AlternateIO サービスグループに online local hard 依存
関係を持っている必要があります。
group ldmsg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1, primary2 }
)
LDom ldmres (
LDomName = ldg1
)
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フェールオーバーのシナリオ
シナリオ

制御ドメイン

代替 I/O ドメイン

VCS の動作

Online

フェールオーバーなし

Online

フェールオーバーなし

Online

Offline/FAULT

フェールオーバーなし

Offline/FAULT

Offline/FAULT

フェールオーバー

Online

フェールオーバーなし

Online

フェールオーバーなし

Online

Offline/FAULT

フェールオーバーなし

Offline/FAULT

Offline/FAULT

フェールオーバー

Up

Up

フェールオーバーなし

Up

ダウン

フェールオーバーなし

Down

Up

フェールオーバー

Down

ダウン

フェールオーバー

各ストレージサー Online
ビスグループの状
Offline/FAULT
態

各ネットワークサー Online
ビスグループの状
Offline/FAULT
態

ドメインの状態

VCS と Oracle VM Server for SPARC を複数の I/O ドメインを使用して設
定する際の推奨事項
■

StorageSG 属性のサービスグループのオンラインとオフライン動作
手動で StorageSG 属性で設定されているサービスグループをオンライン状態にする
か、またはオフラインにするには、AlternateIO リソースまたはそのサービスグループ
を使わないでください。
代わりに、StorageSG 属性で設定されているサービスグループを使ってください。

■

AlternateIO リソースのサービスグループをフリーズする
AlternateIO リソースの StorageSG 属性で設定されたサービスグループをオンライ
ン状態にするか、またはオフラインにする前に、AlternateIO サービスグループをフ
リーズしてください。サービスグループをフリーズしない場合、論理ドメインの動作は、
AlternateIO サービスグループに依存するため、不明です。

■

preonline トリガのストレージサービスグループ用の設定
以下のシナリオでは、preonline トリガを設定する必要があります。
AlternateIO リソースの StorageSG 属性で設定されたサービスグループのタイプが
フェールオーバーの場合で、クラスタ内の別の物理システムでストレージサービスグ
ループを誤ってオンラインにした場合。
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バックエンドストレージサービスを監視するように設定されたリソースが、各物理システ
ムのさまざまなサービスグループに存在するため、別の物理システムでストレージサー
ビスグループをオンラインにすることは可能です。したがって、VCS は、複数のシステ
ムでリソースがオンラインになることを防止できません。これにより、データが破損する
場合があります。
StorageSG 属性に一覧表示されているサービスグループごとに preonline トリガを
設定するには、以下のコマンドを実行します。
■ # hagrp -modify

stg-sg TriggerPath bin/AlternateIO/StorageSG

ここで stg-sg はストレージサービスグループの名前です。
■ # hagrp -modify

stg-sg TriggersEnabled PREONLINE

メモ: 各ノードのストレージサービスグループで、この手順を実行します。

■

仮想ディスクの接続タイムアウト期間を設定する
ディスクデバイスが利用可能でない場合、ゲストドメインから仮想ディスクへの I/O サー
ビスは遮断されます。
シマンテック社は、無期限に待つ代わりに、設定された期間の後にアプリケーション
がタイムアウトするように、各仮想ディスクの接続のタイムアウト期間を設定することを
推奨します。
# ldm add-vdisk timeout=seconds disk_name volume_name@service_name
ldom

フェールオーバーの種類として設定される AlternateIO のリソースのサ
ンプル VCS 設定
include "types.cf"
cluster altio-cluster (
UserNames = { admin = XXXXXXXXXXX }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system primary1 (
)
system alternate1 (
)
system primary2 (
)
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system alternate2 (
)
group aiosg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1 }
TriggerPath = "bin/AlternateIO"
TriggersEnabled @primary1 = { PREONLINE }
TriggersEnabled @primary2 = { PREONLINE }
)
AlternateIO altiores
StorageSG @primary1
StorageSG @primary2
NetworkSG @primary1
NetworkSG @primary2
)

//
//
//
//
//
//

(
=
=
=
=

{
{
{
{

primary1-strsg = 1 }
primary2-strsg = 1 }
primary1-nwsg = 0 }
primary2-nwsg = 0 }

resource dependency tree
group aiosg
{
AlternateIO altiores
}

group ldomsg (
SystemList = { primary1 = 0, primary2 = 1 }
AutoStartList = { primary1 }
)
LDom ldmguest (
LDomName = ldg1
)
requires group aiosg online local hard

// resource dependency tree
//
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//
//
//
//

group ldomsg
{
LDom ldg1
}

group primary1-strsg (
SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
AutoStart = 0
Parallel = 1
TriggerPath = "bin/AlternateIO/StorageSG"
TriggersEnabled @primary1 = { PREONLINE }
TriggersEnabled @alternate1 = { PREONLINE }
AutoStartList = { primary1, alternate1 }
)
Zpool zpres1 (
PoolName @primary1= zfsprim
PoolName @alternate1 = zfsmirr
ForceOpt = 0
)

// resource dependency tree
//
//
group primary1-strsg
//
{
//
Zpool zpres1
//
}

group primary1-nwsg (
SystemList = { primary1 = 0, alternate1 = 1 }
Parallel = 1
)
Phantom ph1 (
)
NIC nicres1 (
Device @primary1 = nxge3
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Device @alternate1 = nxge4
)

//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group primary1-nwsg
{
Phantom ph1
Proxy nicres1
}

group primary2-strsg (
SystemList = { primary2 = 0, alternate2 = 1 }
Parallel = 1
TriggerPath = "bin/AlternateIO/StorageSG"
TriggersEnabled @primary2 = { PREONLINE }
TriggersEnabled @alternate2 = { PREONLINE }
)
Zpool zpres2 (
PoolName @ primary2 = zfsprim
PoolName @ alternate2 = zfsmirr
ForceOpt = 0
)

// resource dependency tree
//
//
group primary2-strsg
//
{
//
Zpool zpres2
//
}

group primary2-nwsg (
SystemList = { primary2 = 0, alternate2 = 1 }
Parallel = 1
)
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Phantom ph2 (
)
NIC nicres2 (
Device @primary2 = nxge3
Device @alternate2 = nxge4
)

//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group primary2-nwsg
{
Phantom ph2
Proxy nicres2
}
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