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

Symantec ApplicationHA とは

■

監視可能なアプリケーション

■

Symantec ApplicationHA

■

Symantec ApplicationHA ユーザー権限

■

Symantec ApplicationHA エージェント

Symantec ApplicationHA とは
Symantec ApplicationHA は VMware vCenter Server によって管理される仮想マシ
ン内で実行するアプリケーションの監視機能を提供します。Symantec ApplicationHA
は VMware 仮想化技術によって提供されるコア HA 機能にアプリケーションを認識する
層を追加します。
Symantec ApplicationHA は Veritas™ Cluster Server（VCS）に基づき、エージェント、
リソース、サービスグループなどの類似の概念を使用しています。ただし、Group
Membership and Atomic Broadcast（GAB）や Low Latency Transport（LLT）などの
高可用性クラスタコンポーネントは装備していません。Symantec ApplicationHA は軽
量のサーバーフットプリントを持ち、より短時間でのインストールと設定が可能です。
主な利点は次のとおりです。
■

VMware vCenter Server HA との簡単で迅速な統合

■

仮想マシン内で実行するアプリケーションを起動、停止、監視する機能を含むアプリ
ケーションの完全な可視性と制御。
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■

VMware vSphere Client に統合される単一のインターフェースを使ってアプリケー
ションを管理する標準化された方法

■

ApplicationHA を使って、保守またはトラブルシューティングのためにアプリケーショ
ンを意図的に監視から外す特殊なアプリケーションメンテナンスモード。

■

仮想マシンがリカバリサイトで起動した後でアプリケーション監視を再開する機能を提
供する VMware SRM Server との統合。

Symantec ApplicationHA と VMware vCenter Server との動作方法
Symantec ApplicationHA は VMware HA と直接通信します。ApplicationHA はアプ
リケーションハートビートの形でアプリケーションの健全性状態を伝達します。これにより、
VMware HA はアプリケーションハートビートが指定された間隔内に受信されない場合に
仮想マシンを自動的にリセットまたは再起動できます。
次の図は Symantec ApplicationHA のサンプル配備を示します。
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ApplicationHA は VMware vSphere Client の統合用の vCenter プラグインを提供し、
アプリケーション監視タスクを実行するための次のインターフェースを追加します。これら
のインターフェースは ApplicationHA Console のインストール後に、vSphere Client で
表示されます。
■

［ApplicationHA］タブ: ［ApplicationHA］タブは仮想マシンでのアプリケーション監
視操作を実行するためのプライマリインターフェースです。
このビューからアプリケーション監視を設定し、仮想マシン上で設定されたアプリケー
ションを監視し、制御します。アプリケーション監視を設定すると、Symantec
ApplicationHA ビューにアプリケーションの状態とコンポーネントの依存関係が表示
されます。

次の図は、カスタムアプリケーションの監視が設定されている[ApplicationHA]タブを示
します。

■

ApplicationHA ダッシュボード: ApplicationHA ダッシュボードは VMware クラスタ
またはデータセンターの設定されたアプリケーションを管理するためのプライマリイン
ターフェースです。アプリケーション監視を設定すると、ApplicationHA ダッシュボー
ドにアプリケーションの状態が表示されます。

次の図は、カスタムアプリケーションの監視が設定されている ApplicationHA ダッシュ
ボードを示します。
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ApplicationHA のしくみ
Symantec ApplicationHA アーキテクチャは、エージェントフレームワークを使って、仮
想マシン上で動作するアプリケーションとそれに依存するコンポーネントの状態を監視し
ます。Symantec ApplicationHA エージェントは特定のコマンド、テスト、スクリプトを実
行することにより、設定されたアプリケーションの全体的な健全性を監視します。詳しくは、
ApplicationHA と共に配布されるアプリケーション固有のエージェントガイドまたは汎用
エージェントガイドのエージェント機能セクションを参照してください。
ApplicationHA の Heartbeat エージェントはアプリケーション監視を設定するときに設
定されます。Heartbeat エージェントは VMware HA にアプリケーションハートビートを送
信します。Symantec ApplicationHA はアプリケーションハートビートを通信媒体として
使って VMware HA にアプリケーションの状態を伝達します。
アプリケーションが失敗すると、ApplicationHA は指定されたシーケンスで次の処理を
実行します。
1.

ApplicationHA エージェントは設定可能な回数でアプリケーションの再起動を試み
ます。

2.

ApplicationHA は仮想マシンを正常に再起動します。この処理は ApplicationHA
によって開始される仮想マシンの再起動を設定した場合にのみ実行されます。この
処理は、ApplicationHA によって開始される仮想マシンの再起動を設定していな
い場合は実行されません。
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3.

エージェントがアプリケーションを起動できない場合、Symantec ApplicationHA は
VMware HA へのアプリケーションハートビートの送信を停止します。

4.

設定に応じて、VMware HA は必要な修正処理を実行します。

5.

仮想マシンが再起動した後で、仮想マシン エージェントは事前定義された順序でア
プリケーションと依存コンポーネントを起動しようとします。

6.

設定可能な回数の VMware HA の試行後に、アプリケーションが起動せず、仮想
マシン自動リカバリが設定されている場合、ApplicationHA は仮想マシンの最新の
成功したバックアップをリストアするように、Backup Exec に要求をトリガします。

自動リストア機能はローカル VMware クラスタ環境でのみ利用可能です。この機能は
VMware SRM 環境の ApplicationHA 下に設定された仮想マシンには利用できませ
ん。
VMware SRM 環境でのアプリケーション監視の設定について詳しくは、『Symantec™
ApplicationHA ユーザーズガイド』を参照してください。

ApplicationHA と Symantec Backup Exec の統合方法
VMware 環境の一般的な Backup Exec 構成は、個別の物理マシンまたは仮想マシン
にインストールされた Media Server と、VMware vSphere クライアントにインストールさ
れたプラグインから構成されます。
Media Server は、実行する各種のバックアップ固有の管理ジョブの管理コンソールとし
て機能します。
プラグインの登録により、vSphere Client に［Symantec Backup Exec］タブが追加され
ます。このタブは、「仮想マシン自動リカバリ」を設定できるプライマリインターフェースで
す。ApplicationHA 制御下で仮想マシンの「仮想マシン自動リカバリ」を設定するには、
ApplicationHA Console と Media Server 間にリンクを設定する必要があります。
ApplicationHA Console と Media Server 間のリンクを設定して、ApplicationHA Console
Server ユーザーアカウントを認証します。
ApplicationHA Console Server ユーザーアカウントを認証し、「仮想マシン自動リカバ
リ」を設定した後、Backup Exec High Avaliablity（BE HA）サービスはホスト名、仮想マ
シン ID、MAC アドレスなどの仮想マシンの詳細を ApplicationHA Console Server に
転送します。ApplicationHA Console Server は続いて自動回復用に指定された仮想
マシンを登録し、Console Server データベースにエントリを追加します。
ApplicationHA Console Server が自動回復用の仮想マシンを登録した後、「仮想マシ
ン自動リカバリ」が設定されていることが［ApplicationHA］タブに表示されます。
［ApplicationHA］タブの次の図は「仮想マシン自動リカバリ」が設定されていることを表
します。

11

12

第 1 章 Symantec ApplicationHA の概要
Symantec ApplicationHA とは

Backup Exec 仮想マシン自動リカバリデータベースと ApplicationHA Console Server
データベースは毎日 1 回同期されます。「仮想マシン自動リカバリ」の設定を変更するか、
または ApplicationHA Console Server を再設定した場合、次の同期サイクル中に、
ApplicationHA Console Server データベースで「仮想マシン自動リカバリ」設定が更新
されます。
メモ: 次の同期サイクルの前に ApplicationHA Console Server データベースを更新す
る必要がある場合、仮想マシンの仮想マシン自動リカバリ設定を再設定する必要があり
ます。
アプリケーションが失敗した場合、エージェントは設定された回数だけアプリケーションを
再起動しようとします。エージェントがアプリケーションを起動できない場合、Symantec
ApplicationHA は VMware HA へのアプリケーションハートビートの送信を停止します。
設定に応じて、VMware HA は仮想マシンを再起動します。仮想マシンが再ブートした
後でもアプリケーションが起動できない場合、ApplicationHA Heartbeat エージェントは
仮想マシンのバックアップを復元する要求をトリガします。Console Server がこの要求を
受信して、Media Server にリダイレクトします。
メモ: ApplicationHA によって開始される仮想マシンの再起動を設定すると、
ApplicationHA は、VMware HA にアプリケーションハートビートを送信することを停止
する前に、正常に仮想マシンを再起動します。
Media Server は続いて「仮想マシン自動リカバリ」が設定されているかどうかを検証しま
す。検証検査に合格した後、ユーザーへの確認プロンプトが表示されます。このプロンプ
トはユーザーの確認の設定を済ませている場合にのみ表示されます。ユーザーが要求
を承認した後、Media Server は利用可能な最新のバックアップを使って仮想マシンを復
元します。
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メモ: 仮想マシンのリストアの要求が失敗した場合は、ApplicationHA Console Server
上の %Programdata%¥Symantec¥ApplicationHA¥Logs にある
AutoRestoreTriggerStatus_A.log ファイルを参照してください。
「仮想マシン自動リカバリ」が設定されると、ApplicationHA タブに次の条件とそれぞれ
の状態メッセージが表示されます。
条件

Status

Request for virtual machine restore is
Awaiting user consent for virtual machine
triggered but user consent is not yet received restore（仮想マシンのリストアに対するユーザー
（仮想マシンのリストアの要求がトリガされますが、 の同意を待っています）
ユーザーの同意はまだ受信されていません）
User consent for virtual machine restore is Queued for virtual machine restore（仮想マ
received and the virtual machine restore job シンのリストアのためにキューに格納されていま
is in queue（仮想マシンのリストアに対するユー す）
ザーの同意が受信され、仮想マシンのリストア
ジョブがキューにあります）

監視可能なアプリケーション
アプリケーションが次の条件を満たしている場合、ほぼすべてのアプリケーションを
Symantec ApplicationHA で制御することが可能です。
■

起動、停止、監視用の定義済みのプロシージャが存在する。
監視するアプリケーションには、次のように起動、停止、監視用のプロシージャが定義
されている必要があります。
起動プロシージャ

アプリケーションにはそれを起動するコマンドとそれが必要とするすべて
の依存コンポーネントとリソースが必要です。 Symantec ApplicationHA
は特定の順序で必要なリソースを起動してから、定義された起動プロ
シージャを使用してアプリケーションを起動します。

停止プロシージャ

アプリケーションにはそのアプリケーションおよびすべての依存コンポー
ネントとリソースを停止するコマンドが必要です。Symantec
ApplicationHA は定義された停止プロシージャを使用してアプリケー
ションを停止してから、必要なリソースを、それらが開始された順序の逆
の順序で停止します。
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監視プロシージャ

アプリケーションには、指定されたアプリケーションインスタンスが正常か
どうかを判断する監視プロシージャが必要です。また、複数のインスタン
スが起動していたとしても、各インスタンスを識別して個別に監視できる
必要があります。たとえば、データベース環境では、監視アプリケーショ
ンをデータベースサーバーに接続し、SQL コマンドを実行してデータ
ベースに対する読み書きアクセスを確認できます。
監視で実行されるテストがユーザーの実際の操作に近いものになるに
従い、そのテストによってアプリケーションの問題が検出される可能性が
高くなります。監視のレベルはアプリケーションの動作を反映しつつ、監
視によるオーバーヘッドを最小限にとどめたものになるように、バランス
をとる必要があります。

■

既知の状態でアプリケーションを再開する機能
アプリケーションが停止された時、アプリケーションはすべてのタスクを終了し、データ
を適切に保存し、終了しなければなりません。Symantec ApplicationHA がアプリ
ケーションを再起動しようとしたときに、アプリケーションは最後の既知の状態から起
動できなければなりません。サーバークラッシュの場合には、アプリケーションは手順
どおりにリカバリできる必要があります。
SQL Server や Oracle などの商用データベースは、クラッシュに対応できる優れたア
プリケーションの一例です。クライアントのリクエスト時には、クライアントはサーバーか
らの承認を受け取るまでリクエストを保持しなければなりません。サーバーがリクエスト
を受け取ると、専用のログファイルである REDO ログファイルに保存されます。データ
ベースは、クライアントに応答を返す前に、データが保存されていることを確認します。
サーバーがクラッシュした場合でも、データベースは、表データをマウントして REDO
ログを適用することにより、クラッシュ直前のコミット状態に修復します。これは、クラッ
シュ時のデータベースの状態に戻すことになります。クライアントは、サーバーに承認
されていない未処理のクライアントリクエストを再提出し、その他すべてのリクエストは
REDO ログに記録されます。

Symantec ApplicationHA
Symantec ApplicationHA は VMware 仮想化環境の次のコンポーネントから構成され
ます。
■

「Symantec ApplicationHA Console」

■

「仮想マシンの Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネント」

Symantec ApplicationHA Console
ApplicationHA Console は Symantec ApplicationHA 監視環境に個別にインストー
ルされ、別の仮想マシンまたは physical machine 上に存在します。
ApplicationHA Console は、次の機能を実行します。

第 1 章 Symantec ApplicationHA の概要
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■

Console インストールの一部として、インストーラは VMware vCenter Server 用の
ApplicationHA プラグインを登録します。このプラグインは VMware の vSphere
Client との Symantec ApplicationHA 統合を有効にし、VMware vSphere Client
に［ApplicationHA］タブと ApplicationHA ダッシュボードを追加します。
このプラグインは vSphere Client で［ApplicationHA］タブと ApplicationHA ダッ
シュボードを表示するために必要になります。
［ApplicationHA］タブを使って、アプリケーション監視を設定し、アプリケーションの
起動と停止を制御し、仮想マシンのアプリケーションの状態を監視できます。
VMware クラスタまたはデータセンターのアプリケーション監視を管理するために
ApplicationHA ダッシュボードを使うことができます。

■

ApplicationHA Console はシングルサインオン機構を提供して、認証済みの vCenter
ユーザーがアプリケーション監視を設定および制御するために仮想マシンユーザー
信用証明を提供する必要がないようにします。また、ユーザーは vSphere Client か
ら仮想マシンに接続する際に毎回ログオンする必要はありません。

■

Console は、仮想マシンと vSphere Client との間のセキュリティで保護された通信を
提供するために Symantec ApplicationHA 認証サービスを使います。認証にはデ
ジタル証明書を使い、通信を暗号化するために SSL を使います。Symantec
ApplicationHA はプラットフォームベースの認証を使います。ユーザーパスワードを
格納しません。

■

Console は vSphere Client 環境に Symantec ApplicationHA 権限を追加します。
権限を使って、vCenter Server ユーザーとグループのアクセス制御を設定できます。

仮想マシンの Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネント
Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネントはアプリケーションを監視する仮想マシ
ンに個別にインストールされます。ゲストコンポーネントには、アプリケーションの設定と監
視に使われる設定ウィザードと ApplicationHA エージェントが含まれています。
また、ゲストコンポーネントには、Veritas Storage Foundation Messaging Service
（xprtld）が含まれています。このサービスは仮想マシンのアプリケーション監視状態を伝
え、［ApplicationHA］タブに表示します。

Symantec ApplicationHA ユーザー権限
Symantec ApplicationHA は ApplicationHA Console をインストールした後に使用で
きる一連の権限を提供します。これらの権限はユーザーが仮想マシンで実行できるアプ
リケーション監視操作です。ロールを作成し、それらに権限を割り当てるか、または vSphere
環境で使用可能な既存のロールに権限を割り当てることができます。アプリケーション監
視操作は vCenter ユーザーアカウントに割り当てられる権限によって有効か無効かが決
まります。たとえば、仮想マシンでのアプリケーション監視の設定には Admin 権限が必
要です。
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vCenter Server 管理者はこれらの権限を使用して、アプリケーション監視環境のアクセ
ス制御を設定できます。
Symantec ApplicationHA には次の権限があります。
■

アプリケーション監視の状態の表示（Guest）
仮想マシンのアプリケーション監視の状態を表示できます。Guest は ApplicationHA
操作を実行できません。

■

アプリケーション監視の制御（Operator）
設定されたアプリケーションの起動と停止、アプリケーション監視の有効化と無効化、
アプリケーション監視構成設定の指定、アプリケーション監視メンテナンスモードの開
始と終了、アプリケーション監視状態の表示を含むすべての ApplicationHA 操作を
実行できます。
Operator は仮想マシンのアプリケーション監視の設定または設定解除を実行できま
せん。

■

アプリケーション監視の設定（Admin）
アプリケーション監視の設定と設定解除、設定されたアプリケーションの起動と停止、
アプリケーション監視の有効化と無効化、アプリケーション監視構成設定の指定、ア
プリケーション監視メンテナンスモードの開始と終了、アプリケーション監視状態の表
示を含むすべての ApplicationHA 操作を実行できます。

Symantec ApplicationHA エージェント
エージェントは、ApplicationHA フレームワークにプラグインされたアプリケーション固有
のモジュールで、システム上のアプリケーション、およびアプリケーションとコンポーネント
に対して設定された定義済みのリソースタイプのリソースを管理します。エージェントは
Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネントをインストールするときにインストールさ
れます。これらのエージェントはアプリケーションに設定されたリソースを起動、停止、監
視し、状態の変化を報告します。アプリケーションまたはそのコンポーネントが失敗する
と、これらのエージェントは仮想マシン上のアプリケーションとそのリソースを再起動しま
す。
Symantec ApplicationHA エージェントは次のように分類されます。
■

Infrastructure エージェント
Infrastructure エージェントは、基本ソフトウェアと共にパッケージ（バンドル）されて
いて、マウントポイント、汎用サービス、プロセス用のエージェントを含んでいます。こ
れらのエージェントは、Symantec ApplicationHA のインストール後すぐに使用でき
ます。
Infrastructure エージェントについて詳しくは『Symantec™ ApplicationHA Generic
Agents Guide』を参照してください。

■

Application エージェント
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Application エージェントは、Microsoft SQL Server、Oracle、Microsoft Exchange
などのサードパーティのアプリケーションを監視するために使われます。これらのエー
ジェントは個別にパッケージされており、Symantec ApplicationHA ゲストコンポー
ネントをインストールするときにインストールされるエージェントパックの形で提供され
ます。
ApplicationHA エージェントパックは四半期ごとにリリースされます。エージェントパッ
クには、新しいアプリケーションのサポートのほか、既存のエージェントの修正プログ
ラムと拡張機能が含まれます。既存の ApplicationHA ゲストコンポーネントインストー
ルにエージェントパックをインストールできます。
最新のエージェントパックの提供については、Symantec Operations Readiness
Tools（SORT）Web サイトを参照してください。
https://sort.symantec.com
アプリケーションエージェントについて詳しくは、エージェント固有の設定ガイドを参照
してください。
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2
ローカル VMware クラスタ環
境の Symantec
ApplicationHA の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

仮想マシンと ApplicationHA Console 間のシングルサインオンの設定

■

VMware HA の設定

■

Symantec ApplicationHA アクセス制御の設定

■

仮想マシン自動リカバリの設定

仮想マシンと ApplicationHA Console 間のシングルサ
インオンの設定
SSO 設定には、仮想マシンの永続的な認証を設定するための仮想マシンの管理者アカ
ウントの指定が含まれます。
仮想マシンと Console ホスト間のシングルサインオンを手動で設定するには、
［ApplicationHA］タブを使います。次の場合に、手動でシングルサインオンを設定する
必要があります。
■

ゲストのインストールまたはアップグレード中に SSO 設定が失敗した

■

ゲストのインストールまたはアップグレード時に SSO を設定していない

■

CLI を使ってゲストコンポーネントをインストールしたか、またはアップグレードした
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メモ: Symantec ApplicationHA はプラットフォームに基づく認証を使います。これはユー
ザーパスワードを格納しません。
ApplicationHA Console は、Symantec ApplicationHA Authentication サービスを
使って仮想マシンと Console 間の安全な通信を提供します。これは認証にデジタル証明
書を使い、通信の暗号化に SSL を使います。
このシングルサインオン認証は仮想マシン上のすべての操作に使われます。これは、ユー
ザーが vSphere Client にログオンしたり、仮想マシンをクリックして状態を表示するたび
にユーザー名とパスワードを入力しなくてすむようにするために必要です。
仮想マシンのシングルサインオンを設定するには、次の手順を実行します。
仮想マシンのシングルサインオンを設定するには

1

vSphere Client を起動し、仮想マシンの管理に使われる vCenter Server に接続
します。

2

Symantec ApplicationHA Console 証明書についての情報を表示する［Security
Warning］ダイアログボックスで、次のように実行します。
■

証明書をインストールするオプションを確認します。

■

［Ignore］をクリックします。

Symantec ApplicationHA Console 証明書をインストールしない場合、このダイア
ログボックスは vSphere Client を使って vCenter Server にログオンするたびにポッ
プアップ表示されます。

3

vSphere Client で［Hosts and Clusters］ビューを開き、クラスタを展開して仮想マ
シンの一覧を表示します。

4

左のペインから ApplicationHA のゲストコンポーネントをインストールした仮想マシ
ンを選択し、右のペインで［ApplicationHA］タブを選択します。

5

表示された場合、セキュリティ証明書関連ダイアログボックスで［Yes］をクリックしま
す。

6

［User Name］と［Password］フィールドで、仮想マシンの管理者権限があるユーザー
の信用証明を指定します。

7

［Configure］をクリックします。
ApplicationHA Console は指定されたユーザーアカウントを使って、仮想マシンの
永続的な認証を設定します。
認証が正常に行われると、［ApplicationHA］タブはアプリケーション設定ビューを
更新し、表示します。

8

アプリケーション監視を設定するすべての仮想マシンに対してこれらの手順を繰り返
します。
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VMware HA の設定
アプリケーションハートビートが指定した間隔内で受信されない場合に、VMware HA 設
定で、VMware HA が仮想マシンを再起動できるように設定します。
次のタスクが含まれます。
■

［Cluster Settings］ダイアログボックスで VM 監視設定を編集して VMware HA を有
効にする

■

［VM Monitoring］オプションを［VM and Application Monitoring］に設定する

■

VMware クラスタの監視の感度を 30 秒以上に設定する
監視感度の［Failure interval］フィールドは VMware HA が仮想マシンの再起動を
試みるまで待つ時間を定義します。この値をデフォルトの 30 秒以上に設定すること
をお勧めします。

これらの設定は vSphere Client で使用でき、VMware クラスタ内の仮想マシンごとに設
定可能です。詳しくは VMware のマニュアルを参照してください。
VMware HA を設定するには

1

vSphere Client から、インベントリのクラスタを表示します。

2

クラスタを右クリックし、［Edit Settings］を選択します。

3

［Cluster Settings］ダイアログボックスの左ペインで、［Cluster Features］を選択し
ます。

4

右ペインで、［Turn on VMware HA］をオンにします。

5

［Cluster Settings］ダイアログボックスの左ペインで、［VM Monitoring］を選択しま
す。

6

［VM Monitoring］ドロップダウンリストで、［VM and Application Monitoring］を
選択して、仮想マシンの監視とアプリケーション監視を有効にします。

7

［Default Cluster Settings］領域の［Custom］チェックボックスをオンにします。

8

［Failure interval］フィールドで、30 秒以上の値を指定します。
仮想マシンごとに障害の間隔を定義した場合、アプリケーション監視を設定するす
べての仮想マシンにこの値を適用することをお勧めします。

9

［OK］をクリックします。

クラスタレベルでの VMware HA の無効化
ハートビートの障害発生時に、VMware HA に仮想マシンを再起動させたくない場合は、
VMware HA を無効にできます。場合によって、VMware HA が VMware クラスタレベ
ルで無効になっていても、仮想マシンを再起動することがあります。これは VMware HA
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の設定が正しくない場合に発生する可能性があります。次の手順に従って、正しく VMware
HA を無効にします。
VMware HA を無効にするには

1

vSphere Client から、インベントリのクラスタを表示します。

2

クラスタを右クリックし、［Edit Settings］を選択します。

3

［Cluster Settings］ダイアログボックスの左ペインで、［VM Monitoring］を選択しま
す。
VM 監視が表示されない場合は、右ペインの［Cluster Features］を選択し、［Turn
on VMware HA］にチェックマークを付けます。

4

［VM Monitoring］ドロップダウンリストで、［Disabled］を選択して、仮想マシンの監
視とアプリケーションの監視を無効にします。

5

［Cluster Settings］ダイアログボックスの左ペインで、［Cluster Features］を選択し
ます。

6

右ペインで、［Turn on VMware HA］チェックボックスをオフにします。

7

［OK］をクリックします。

Symantec ApplicationHA アクセス制御の設定
Symantec ApplicationHA のインストール後、環境内の仮想マシンユーザーのアクセス
制御を設定する必要がある場合があります。 Symantec ApplicationHA では、Admin、
Operator、Guest の 3 つの権限レベルがあります。これらの各権限にはユーザーが実行
できる限定された一連のタスクが含まれます。使用可能な権限を使って、アプリケーショ
ン監視管理タスクを分割し、割り振ることができます。たとえば、Admin 権限を持つユー
ザーは仮想マシンですべてのアプリケーション監視タスクを実行できます。同様に、Guest
権限を持つユーザーは仮想マシンでアプリケーション監視状態を表示することのみがで
きます。
これらの権限を割り当てるには、vSphere Client を使います。追加のロールを作成する
か、または既存のロールにこれらの権限を直接割り当てることができます。
ロール、ユーザー、グループについて詳しくは VMware のマニュアルを参照してくださ
い。
Symantec ApplicationHA ユーザー権限の割り当て方法

1

vSphere Client のホームページから、［Roles］をクリックします。

2

［Roles］リストで、ロールを右クリックして編集し、［Edit Role］をクリックします。

3

［Edit Role］ダイアログボックスで、［All Privileges］を展開します。
リストに Symantec ApplicationHA の権限が表示されるはずです。
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4

Symantec ApplicationHA を展開し、このロールについて有効にする権限のチェッ
クボックスをオンにします。

5

［OK］をクリックします。

仮想マシン自動リカバリの設定
仮想マシンの自動回復を設定する場合にのみ、このタスクを実行する必要があります。
ApplicationHA 制御下の仮想マシンに「仮想マシン自動リカバリ」を設定するには、
ApplicationHA Console の電源が入っており、Backup Exec Media Server からアクセ
ス可能であることを確認します。
vSphere Client で利用可能な［Backup Exec］タブから次のタスクを実行します。
■

Media Server でバックアップが取得された仮想マシンのリストを確認します。

■

ApplicationHA Console のユーザーアカウントを認証し、Media Server とのリンクを
設定します。

■

ApplicationHA 制御下の仮想マシンに「仮想マシン自動リカバリ」を設定します。
「仮想マシン自動リカバリ」は、ローカル VMware クラスタ環境でのみ設定できます。
VMware SRM 環境への「仮想マシン自動リカバリ」の設定はサポートされていませ
ん。
メモ: ApplicationHA Console がインストールされている仮想マシンに「仮想マシン
自動リカバリ」を設定できません。

■

ハートビートエージェントで、VMware HA が仮想マシンをリセットするまで待つ必要
がある時間の間隔を分単位で定義するには、vmrestoretimeout 属性の設定を変更
します。
p.50 の 「vmrestoretimeout の管理」 を参照してください。
メモ: vmrestoretimeout のデフォルト値は 5 分です。vmrestoretimeout 値は常に
VMware HA 構成設定より大きくする必要があります。
vmrestoretimeout 属性の詳細については、『Symantec™ ApplicationHA 汎用
エージェントガイド』を参照してください。

「仮想マシン自動リカバリ」の設定について詳しくは、『Symantec Backup Exec™
Management Plug-in for VMware® ユーザーズガイド』を参照してください。
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仮想マシン自動リカバリの設定のベストプラクティス
仮想マシン自動リカバリの設定中に従う必要がある次のベストプラクティスを確認してくだ
さい。
■

仮想マシンで最新のバックアップを使用できることを確認してください。仮想マシンに
設定されたアプリケーションの構成設定を更新した場合、仮想マシンのバックアップ
を取得する必要があります。

■

Media Server または ApplicationHA Console Server を別のドメインに移動する予
定がある場合は、仮想マシンの古い FQHN が新しいドメインの DNS サーバーの同じ
仮想マシンを指していることを確認する必要があります。指していない場合、サーバー
を新しいドメインに移動した後で、すべての仮想マシンに対して、「仮想マシン自動リ
カバリ」を再設定する必要があります。

■

仮想マシンのホスト名を変更する予定がある場合は、DNS サーバーで、古いホスト名
が同じコンピュータを指していることを確認する必要があります。指していない場合、
仮想マシンの「仮想マシン自動リカバリ」を再設定する必要があります。
仮想マシン自動リカバリの再設定について詳しくは、『Symantec Backup Exec™
Management Plug-in for VMware® ユーザーズガイド』を参照してください。

■

仮想マシンの自動リストアの要求がトリガされる前後に、ApplicationHA Console
Server の電源が入っており、ネットワーク経由でアクセス可能である必要があります。
そうでない場合、仮想マシンはリストアされません。

■

仮想マシンのクローンを作成する予定がある場合は、その仮想マシンの「仮想マシン
自動リカバリ」を無効にする必要があります。仮想マシンのクローンを作成した後に、
次のタスクを実行する必要があります。

■

■

クローンの仮想マシンの場合: アプリケーション監視を再設定し、次に「仮想マシ
ン自動リカバリ」を設定します。

■

元の仮想マシンの場合:「仮想マシン自動リカバリ」を再設定します。

「仮想マシン自動リカバリ」設定を更新した場合、仮想マシンの完全バックアップを再
び取得することをお勧めします。これにより、変更された設定が確実に保存されます。

3
VMware サイトリカバリ環境
の Symantec ApplicationHA
の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Site Recovery Manager（SRM）について

■

Symantec ApplicationHA と VMware SRM Server の統合

■

VMware サイトリカバリセットアップにおける一般的な ApplicationHA の設定

■

リカバリサイトと保護されたサイト間のシングルサインオンの設定

■

SRM リカバリプランの変更

■

VMware テストリカバリ環境のアプリケーション監視について

■

アプリケーション監視のフェールバックの実行

Site Recovery Manager（SRM）について
VMware vCenter Site Recovery Manager（SRM）は仮想マシンのディザスタリカバリソ
リューションです。SRM は、プライマリサイトまたは保護されたサイトに設定された仮想マ
シンの、リカバリサイトへのアレイベースのレプリケーションをサポートし、保護されたサイ
トとリカバリサイト間のデータの同期を管理できます。
何らかの災害の発生に備えて、保護されたサイトからリカバリサイトへの仮想マシンの移
行を、実行されるリカバリタスクを指定するリカバリプランによって定義します。VMware イ
ンフラストラクチャと vCenter Server をシームレスに統合することによって、SRM はリカ
バリ処理を自動化し、高速化することができます。
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SRM について詳しくは、VMware 製品マニュアルを参照してください。

Symantec ApplicationHA と VMware SRM Server の統
合
ローカルアプリケーション監視の設定では、Symantec ApplicationHA は VMware HA
と通信し、アプリケーションハートビートの形でアプリケーションの健全性状態を伝達しま
す。これにより、VMware HA はアプリケーションハートビートが指定された間隔内に受信
されない場合に仮想マシンを自動的にリセットまたは再起動できます。ただし、停止がロー
カルサイト全体に影響している場合、これらの設定は監視機能を提供しません。
サイトリカバリ環境にアプリケーション監視を設定するため、Symantec ApplicationHA
は、リカバリサイトの SRM Server にインストールする必要があるコンポーネントを提供し
ています。これらのコンポーネントは以下の機能を実行し、仮想マシンがリカバリサイトで
起動された後アプリケーション監視機能を開始する際に役立ちます。
■

リカバリサイトで SRM Server にリカバリサイトの ApplicationHA Console クレデン
シャルを配備します。

■

リカバリサイトの ApplicationHA Console と保護サイトの仮想マシン間のシングルサ
インオンの設定を可能にします。この SSO 設定により、保護サイトの仮想マシン、
ApplicationHA Console、およびリカバリサイトの SRM Server 間の通信が可能にな
ります。

■

リカバリの手順結果を VMware 履歴状態レポートで提供します。

災害発生時に、保護されたサイトの仮想マシンはリカバリサイトにフェールオーバーされ、
起動されます。次に、ApplicationHA ゲストコンポーネントがアプリケーション監視を再
開します。

VMware サイトリカバリセットアップにおける一般的な
ApplicationHA の設定
一般的な VMware サイトリカバリセットアップには、保護されたサイトとリカバリサイトの両
方の VMware クラスタの設定が含まれます。保護されたサイトの VMware クラスタは、通
常の動作中に仮想マシンの高可用性を提供し、リカバリサイトの VMware クラスタは、保
護されたサイトで障害が発生した場合に仮想の高可用性を提供します。
図 3-1 はアプリケーション監視の継続のために Symantec ApplicationHA を有効にし
た一般的なディザスタリカバリ VMware クラスタ設定を表しています。
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図 3-1

一般的なサイトリカバリの設定

保護されたサイトは、仮想マシン VM1、VM2、VM3 から構成されているものとします。同
様にリカバリサイトには、たとえば VM4 などの何らかの仮想マシンがあるとします。保護
されたサイトとリカバリサイトのストレージ全体に、アレイベースのレプリケーションが設定さ
れています。各サイトに、SRM Server を個別の物理マシンまたは仮想マシンに設定した
クラスタ化されたセットアップがあり、両方のサイトが組み合わされて、認証情報を交換し、
レプリケート対象のストレージアレイとサポートされるデバイスを検出します。
さらに、
■

仮想マシンが割り当てられる保護されたサイトのフォルダ、ネットワーク、リソースプー
ルがリカバリサイトにマップされます。

■

保護グループは、それらが使用するデータストアグループに基づいて作成されます。
たとえば、VM1 と VM2 に保護グループが作成されます。

■

フェールオーバーの優先順と、実行するリカバリ手順を指定するリカバリプランが設定
されます。

SRM Server と共に各サイトには、個別の物理マシンまたは仮想マシンに、個別の vCenter
Server と Symantec ApplicationHA Console も設定されています。アプリケーション監
視を設定する仮想マシンに Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネントをインストー
ルします。保護されたサイトの仮想マシンと ApplicationHA Console 間のシングルサイ
ンオン機構が設定されます。
メモ: フェールオーバーの前後に、リカバリサイトにインストールされている ApplicationHA
Console の電源が入っており、保護されたサイトのゲスト仮想マシンからアクセス可能で
あることを確認してください。
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この VMware クラスタセットアップの準備ができたら、ApplicationHA Components for
SRM Server をリカバリサイトの SRM Server にインストールします。インストール中に、こ
れらのコンポーネントは SRM Server にリカバリサイトの ApplicationHA Console の IP
アドレスまたはホスト名を登録します。
インストール後、保護されたサイトの仮想マシンとリカバリサイトの ApplicationHA コン
ソールに、シングルサインオン機構が設定されます。これにより、リカバリサイトの
ApplicationHA コンソール、SRM Server と保護されたサイトの仮想マシン間の通信が
可能になります。次に、SRM リカバリプランを編集して、アプリケーション監視の継続の処
理を定義します。この処理は、ApplicationHA リカバリコマンドの形式で定義し、適切な
シーケンスで SRM リカバリ手順に追加する必要があります。
保護されたサイトで災害が発生すると、VMware ディザスタリカバリプランにより、仮想マ
シン（VM1 と VM2）がリカバリサイトにフェールオーバーします。設定されたリカバリプラ
ンに従って、VM1 と VM2 がリカバリサイトで起動されます。ApplicationHA ゲストコン
ポーネントはアプリケーション監視を再開し、ApplicationHA リカバリコマンドは SRM 履
歴状態レポートにアプリケーションの健全性状態を表示します。
次の図のハイライトされた手順は、SRM 履歴状態レポートに表示されるアプリケーション
リカバリの状態のサンプルを示しています。このサンプルは「Online」アプリケーション状
態を表しています。

アプリケーションがオンラインでない場合、アプリケーションリカバリコマンドはエラーを表
示します。ApplicationHA ログファイルで、エラーの詳細を表示できます。
以下は、ログファイルに表示されるアプリケーションの状態です。
アプリケーションの状態

表示される状態

Online

Application is running

Partially online

Application is partially running

Faulted

Some of the application components are faulted

Offline

Application is not running

アプリケーションの起動中にこれらの状態が検出された場合、状態に「[Starting
Application ...]」が追加されます。ただし、アプリケーションの停止中にこれらの状態が
確認された場合、状態に「[Stopping Application ...]」が追加されます。
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VMware SRM 環境でのカスタマイズした仕様によるアプリケーション監
視について
ほとんどの場合に、フェールオーバー後は次のようになるため、VMware サイトリカバリク
ラスタで、カスタマイズされた仕様を使うことがあります。
■

保護されたサイトの仮想マシンのコンピュータ名がリカバリサイトで変わる。

■

保護されたサイトのネットワーク設定で提供する IP アドレスがリカバリサイトと異なる。

仮想マシンのコンピュータ名がリカバリサイトで変わる VMware クラスタで ApplicationHA
を設定すると、リカバリサイトの［ApplicationHA］タブに、クラスタの状態が「Unknown」
と表示され、アプリケーションがオンラインになりません。
同様に、設定されたアプリケーションが仮想マシンの IP アドレスを使っている場合、サイ
トのリカバリ後、アプリケーションがオンラインにならないか、またはネットワーク経由でアク
セスできなくなることがあります。［ApplicationHA］タブを使って、リカバリサイトのアプリ
ケーションを新しい IP アドレスで再設定する必要があります。

リカバリサイトと保護されたサイト間のシングルサインオ
ンの設定
Symantec ApplicationHA Components for VMware SRM をインストールした後、保
護されたサイトの仮想マシンとリカバリサイトの ApplicationHA Console 間のシングルサ
インオンを設定する必要があります。
Symantec ApplicationHA SRM Components 設定ウィザードを使用して、仮想マシン
のシングルサインオンを設定します。この設定ウィザードは、リカバリサイトの
ApplicationHA Console から起動する必要があります。
SSO の設定を始める前に、次の点を満たしていることを確認します。
■

ApplicationHA ゲストコンポーネントがインストールされており、ApplicationHA
Console と保護されたサイトの仮想マシン間で SSO が設定されている。

■

vCenter ログオンユーザーが保護されたサイトの仮想マシンの ApplicationHA 管理
者権限を持つ。

■

VMware Web Service によって使われる https ポートがインバウンドとアウトバウンド
の通信で有効にされている。デフォルトポートは 443 です。

■

Veritas Storage Foundation Messaging Service（xprtld）によって使われる https
ポートがインバウンドとアウトバウンドの通信で有効にされている。デフォルトポートは
5634 です。

■

リカバリサイトの ApplicationHA Console ホストが保護されたサイトの vCenter Server
と Console ホストにアクセスできる。

■

仮想マシンが両方のサイトの Console ホストにアクセスできる。
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■

仮想マシンが完全修飾ホスト名を使ってリカバリサイトの Console ホストにアクセスで
きる。

■

保護されたサイトの仮想マシンとリカバリサイトの ApplicationHA Console のクロック
タイムが相互に 30 分以内である。

■

次のサービスが両方のサイトの Console ホストで動作している。

■

■

Symantec ApplicationHA Service（ApplicationHA Console）

■

Veritas Storage Foundation Messaging Service（xprtld）

■

Symantec Authentication Service

ポート 5634、14152、14153 が Console ホストと仮想マシン上のファイアウォールに
よって遮断されない。

仮想マシンのシングルサインオンを設定するには

1

リカバリサイトで、vSphere Client を使用して、vCenter Server に接続し、［Home］、
［Solutions and Applications］、［Symantec ApplicationHA］の順にナビゲートし
ます。

2

Symantec ApplicationHA ホームページで、［Disaster Recovery］タブをクリックし
ます。

3

［Disaster Recovery］タブで、［Configure Single Sign-on］をクリックします。
これにより、Symantec ApplicationHA SRM コンポーネントの設定ウィザードが起
動されます。

4

［Welcome］パネルの前提条件を確認し、［Next］をクリックします。

5

［ApplicationHA Inputs］パネルで、保護されたサイトの ApplicationHA Console
と vCenter Server の必要な詳細を指定します。
インストーラはこれらの詳細を使用して、保護されたサイトの vCenter Server と
ApplicationHA Console とのリンクを設定します。このリンクは保護されたサイトのゲ
スト仮想マシンとの通信を可能にします。

6

［System Selection］パネルで、シングルサインオンを設定する仮想マシンを選択し
ます。
すべての vCenter 仮想マシンがリストに表示されます。

7

［Implementation］パネルに、各仮想マシンの SSO 設定の進行状況が表示されま
す。設定プロセスが完了したら、［Next］をクリックします。
いずれかのコンピュータで設定が失敗した場合は、ログファイルで詳細を参照してく
ださい。
ログファイルは保護されたサイトの ApplicationHA Console の次の場所にあります。
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■

Windows Server 2008 または 2008 R2 オペレーティングシステムを実行して
いる仮想マシンの場合
%AllUsersProfile%¥Symantec¥ApplicationHA¥Logs

■

Windows Server 2003 オペレーティングシステムを実行している仮想マシンの
場合
%AllUsersProfile%¥Application Data¥Symantec¥ApplicationHA¥Logs

原因を解決し、失敗したコンピュータで設定を繰り返さなければならない場合があり
ます。

8

［Finish］パネルで、［Finish］をクリックします。
これで、保護されたサイトの仮想マシンとリカバリサイトの ApplicationHA Console
間の SSO の設定は完了です。
災害発生時に、リカバリサイトでのアプリケーション監視が継続されるようにするには、
VMware SRM リカバリプランの更新に進みます。
p.31 の 「SRM リカバリプランの変更」 を参照してください。

SRM リカバリプランの変更
リカバリサイトの ApplicationHA Console と保護されたサイトの仮想マシン間の SSO を
設定したら、アプリケーション監視の継続の処理を定義するように SRM リカバリプランを
変更する必要があります。この処理は、ApplicationHA リカバリコマンドの形式で定義
し、適切なシーケンスで SRM リカバリ手順に追加する必要があります。
以下は、アプリケーション監視の継続の処理を定義するサンプル ApplicationHA リカバ
リコマンドです。このコマンドは一連の優先度に基づく仮想マシンに対して定義するか、
または仮想マシンごとにコマンドを定義できます。
メモ: 一連の優先度に基づく仮想マシンから、1 台の仮想マシンがオンライン化に失敗し
た場合でも、ApplicationHA リカバリコマンドによって、SRM 履歴状態レポートにエラー
が表示されます。そのため、仮想マシンごとに ApplicationHA リカバリコマンドを定義す
ることをお勧めします。
C:¥Windows¥system32¥cmd.exe /c c:¥Program
Files¥Veritas¥ApplicationHA¥SRM¥bin¥getappstatus.bat
<VirtualMachine1_HostName> <VirtualMachine2_HostName>

一連の優先度に基づく仮想マシンに対して定義された 1 つのコマンドで、最大 32 台の
仮想マシンのアプリケーション監視の継続が考慮されます。追加の仮想マシンがある場
合は、コマンドをもう 1 つ追加する必要があります。
以下は、ApplicationHA リカバリコマンドが追加されたサンプルリカバリプランです。この
コマンドは一連の優先度に基づく仮想マシンに対して定義されているため、「高優先度」、
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「標準優先度」、「低優先度」のすべての仮想マシンがリカバリサイトにフェールオーバー
した後に、アプリケーション監視が再開されます。

一連の優先度に基づく仮想マシンに対して ApplicationHA リカバリコマンドを追加する
には

1

リカバリサイトで、vSphere Client を使用して、vCenter Server に接続し、［Home］、
［Solutions and Applications］、［Site Recovery］の順にナビゲートします。

2

ツリー表示から、目的のリカバリプランを選択し、［Recovery Steps］タブを選択しま
す。

3

目的の優先度の仮想マシンのリカバリを定義する手順の 1 つ下にある手順を右ク
リックします。［Add Command］を選択します。

4

［Add Command Step］パネルで、ApplicationHA リカバリのコマンドを指定します。
［OK］をクリックします。
選択した手順の前に、コマンドが追加されます。

単一の仮想マシンに対して ApplicationHA リカバリコマンドを追加するには

1

リカバリサイトで、vSphere Client を使用して、vCenter Server に接続し、［Home］、
［Solutions and Applications］、［Site Recovery］の順にナビゲートします。

2

ツリー表示から、目的のリカバリプランを選択し、［Virtual Machines］タブを選択し
ます。

3

目的の仮想マシンを右クリックし、［Configure］を選択します。

4

ウィザードの手順に従い、［Edit Post Power on Steps for this VM］パネルで、［Add
Command］をクリックします。

5

［Add Command Step］パネルで、ApplicationHA リカバリコマンドを指定し、［OK］
をクリックします。

6

［Finish］パネルに達するまでウィザードの手順に従います。［Finish］をクリックしま
す。
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VMware テストリカバリ環境のアプリケーション監視につ
いて
サイトのディザスタリカバリを設定したら、保護されたサイトからリカバリサイトへのフェール
オーバーを模倣することによって、リカバリプランをテストし、障害対応力を検証すること
ができます。この手順はどちらのサイトのサービスにも影響しないで行われます。
テストリカバリプランを実行すると、プランに指定されている仮想マシンがリカバリサイトの
隔離されたネットワークに表示されます。
詳しくは、VMware 製品マニュアルを参照してください。
テストリカバリでは、ネットワーク設定を次のように変更することをお勧めします。
■

リカバリサイトに、レプリケートされるストレージのコピーを作成する。テストリカバリプラ
ンを実行するとき、このレプリケートされたデータのコピーを使う必要があります。

■

リカバリサイトの SRM Server と ApplicationHA Console がテスト仮想マシンと通信
できる。
メモ: テストリカバリを実行するために「自動」テストネットワークを設定した場合、テスト
リカバリプランの仮想マシンは、リカバリサイトに新しく隔離されたネットワーク環境を作
成し、それにフェールオーバーします。仮想マシンは隔離されたネットワークで起動
するため、リカバリサイトの SRM Server と ApplicationHA Console は仮想マシンと
通信できず、アプリケーション監視の継続のリカバリ手順で、アプリケーションの状態
が表示されません。また、［ApplicationHA］タブとダッシュボードにも設定されたアプ
リケーションの状態が表示されません。

保護されたサイトとリカバリサイトのネットワークと同じようにテストネットワークを設定した場
合、テストフェールオーバー後に、テストリカバリプランの仮想マシンが両方のサイトの
ApplicationHA Console と通信します。これにより、両方のサイトのダッシュボードに、ア
プリケーションの状態が反映されます。
テストリカバリを開始すると、テスト仮想マシンのコピーがリカバリサイトにフェールオーバー
され、アプリケーション監視のリカバリ状態が VMware 履歴状態レポートに表示されます。

アプリケーション監視のフェールバックの実行
元の保護されたサイトがリカバリされた後、VMware SRM は仮想マシンを元の保護され
たサイトにフェールバックするための自動オプションを提供していません。
元の保護されたサイトに仮想マシンとサービスをリストアする場合、まず、それをリカバリサ
イトとして設定してから、フェールバックリカバリプランを実行する必要があります。フェー
ルバックリカバリプランにより、リカバリサイトから元の保護されたサイトに仮想マシンを移
行します。このリカバリプランは、元の保護されたサイトで実行する必要があります。
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仮想マシンを元の保護されたサイトにフェールバックした後に、アプリケーション監視の継
続を有効にするには、次の点を確認します。
■

ApplicationHA SRM コンポーネントが保護されたサイトの SRM Server にインストー
ルされている。

■

保護されたサイトの ApplicationHA Console とフェールバックする仮想マシン間で
シングルサインオンが設定されている。

■

ApplicationHA リカバリコマンドがフェールバックリカバリプランに追加されている。

4
Symantec ApplicationHA で
のアプリケーション監視の設
定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec ApplicationHA でのアプリケーション監視の設定について

■

アプリケーション監視の設定前

■

ApplicationHA Console のアプリケーション監視の設定について

■

ApplicationHA Console のアプリケーション監視の設定

Symantec ApplicationHA でのアプリケーション監視の
設定について
ApplicationHA により、VMware 仮想化環境で、サービス、プロセス、マウントポイント、
ファイル共有、ApplicationHA Console、サードパーティアプリケーションのアプリケー
ション監視を設定できます。
詳しくは各エージェントの設定ガイドを参照してください。ガイドは次の場所からダウンロー
ドできます:
https://sort.symantec.com/documents/
続行する前に次の点を考慮してください。
■

Symantec ApplicationHA 設定ウィザードを使って、仮想マシンでアプリケーション
監視を設定できます。このウィザードは、［ApplicationHA］タブの［Configure
Application Monitoring］をクリックすると起動されます。
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■

アプリケーション監視の設定と別に、設定ウィザードでは、Symantec ApplicationHA
がアプリケーションを正常に監視するために必要な他のコンポーネントも設定します。
VCS コマンドを使ってコンポーネントを追加するか既存の設定を変更する前に、まず
設定ウィザードを使ってアプリケーション監視を設定する必要があります。

■

ウィザードを使って監視を設定できるのは、仮想マシンあたり 1 つのアプリケーション
だけです。
ウィザードを使って別のアプリケーションを設定するには、最初に既存のアプリケー
ションの監視設定を設定解除する必要があります。
メモ: アプリケーション監視を設定または設定解除しても、アプリケーションの状態に
影響しません。アプリケーションは仮想マシンで影響なく実行します。さらに、vCenter
Server での追加の手順を必要としません。

■

ウィザードを使ってアプリケーションの監視を設定した後、コマンドラインから追加のア
プリケーションの監視を設定できます。
Veritas Cluster Server コマンドを使って、追加のアプリケーションを設定する方法
について詳しくは、次のテクニカルノートを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH159846

■

アプリケーション監視を設定した仮想マシンのクローンを作成する場合、クローンの仮
想マシンでアプリケーション監視を再設定する必要があります。

■

設定されたアプリケーションで障害が発生した場合、Symantec ApplicationHA は
仮想マシン上のコンポーネントの起動を試みます。コンポーネントが起動しない場合、
Symantec ApplicationHA は VMware HA と通信して、修正アクションを実行しま
す。次に、Symantec ApplicationHA は事前定義済みの順序で、他の設定されたコ
ンポーネントを停止します。これにより、他のコンポーネントが、コンピュータの再ブー
トによって壊れることを回避できます。
そのため、単一の障害のあるコンポーネントにより、仮想マシンで実行している他の正
常なコンポーネントがダウンすることがあります。仮想マシンのアプリケーション監視の
設定時は、この動作を考慮する必要があります。

アプリケーション監視の設定前
仮想マシンにアプリケーション監視を設定する前に、次の前提条件に注意してください。
■

VMware vSphere Client をインストールしていることを確認します。vSphere Client
はアプリケーション監視を設定および制御するために使われます。
また、次の URL を使って、ブラウザウィンドウからアプリケーション監視操作を直接実
行することもできます。
https://<virtualmachineNameorIPaddress>:5634/vcs/admin/
application_health.html?priv=ADMIN
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■

VMware Tools が仮想マシンにインストールされていることを確認します。
VMware ESX 4.1 で使用可能なバージョン以降のバージョンをインストールします。

■

VMware 環境に Symantec ApplicationHA（Console コンポーネントとゲストコン
ポーネント）をインストールしていることを確認します。
手順については、『Symantec ApplicationHA インストール/アップグレードガイド』を
参照してください。

■

ログオンユーザーがアプリケーション監視を設定する仮想マシンの管理者権限を持
つことを確認します。

■

Storage Foundation for Windows（SFW）を使って管理されるストレージを監視す
る場合、ダイナミックディスクグループにボリュームとマウントポイントが作成されている
ことを確認します。
Symantec ApplicationHA はクラスタディスクグループに作成されたボリュームとマ
ウントポイントの監視をサポートしません。

■

ファイアウォールを設定している場合は、ファイアウォールの設定で、Symantec
ApplicationHA インストーラ、ウィザード、サービスによって使用されるポートへのア
クセスが許可されていることを確認してください。
使われるポートとサービスのリストについては、『Symantec ApplicationHA インストー
ル/アップグレードガイド』を参照してください。

ApplicationHA Console のアプリケーション監視の設定
について
ApplicationHA Console のアプリケーション監視を設定する前に次を考慮してください。
■

Symantec ApplicationHA は、Console をカスタムアプリケーションと見なします。
ApplicationHA は、仮想マシン上で動作する ApplicationHA Console サービスを
監視できます。いずれかのコンポーネントに障害が発生した場合、ApplicationHA
はコンピュータ上のコンポーネントを再起動しようとします。

■

ApplicationHA が ApplicationHA Console コンポーネントの再起動を試行してい
る間、［ApplicationHA］タブに仮想マシンで監視されるアプリケーションの現在の状
態が表示されない場合があります。

■

ApplicationHA Console のアプリケーション監視を設定すると、vSphere Client の
［ApplicationHA］タブにその状態が表示されます。［ApplicationHA］タブからすべ
ての操作を実行して、ApplicationHA Console のアプリケーション監視を制御できま
す。ただし、アプリケーションを停止する機能は遮断されます。停止機能を実行する
と、Symantec ApplicationHA が ApplicationHA Console を停止させてしまうため、
停止機能は実行できません。Console サービスが停止すると、［ApplicationHA］タ
ブに仮想マシンで設定されたアプリケーションの状態が表示されません。
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■

ApplicationHA Console と ApplicationHA ゲストコンポーネントが同じ仮想マシン
にインストールされていることを確認してください。これは ApplicationHA Console の
アプリケーション監視の設定に必要です。

ApplicationHA Console のアプリケーション監視の設定
仮想マシンで ApplicationHA Console のアプリケーション監視を設定するには、次の手
順を実行します。
メモ: ApplicationHA Console のアプリケーション監視を設定した後、［ApplicationHA］
タブまたは ApplicationHA ダッシュボードを使用して、アプリケーション監視を管理でき
ます。
p.42 の 「［ApplicationHA］タブを使ったアプリケーション監視の管理」 を参照してくださ
い。
p.51 の 「ApplicationHA ダッシュボードを使用したアプリケーション監視の管理」 を参
照してください。
ApplicationHA Console のアプリケーション監視を設定するには

1

vSphere Client を起動し、仮想マシンを管理する vCenter Server に接続します。

2

左ペインの vSphere Client のインベントリビューから、ApplicationHA Console を
インストールした仮想マシンを選択し、右ペインで［ApplicationHA］タブをクリック
します。

3

［ApplicationHA］タブで、仮想マシンの管理者アカウントのクレデンシャルを指定
します。これにより、ApplicationHA Console は仮想マシンで各種操作を実行する
ための永続的なアカウントを設定します。

4

［Configure Application Monitoring］をクリックして、ApplicationHA 設定ウィ
ザードを起動します。

5

［Welcome］パネルで、情報を見直し、［Next］をクリックします。

6

［Application Selection］パネルで、［ApplicationHA Console］を選択し、仮想マ
シンの ApplicationHA Console サービスのアプリケーション監視を設定し、次に
［Next］をクリックします。

7

［ApplicationHA Console Services］パネルで、ウィザードに、設定される
ApplicationHA Console サービスが表示されます。［Configure］をクリックし、これ
らのサービスのアプリケーション監視を設定します。
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8

［ApplicationHA Configuration］パネルで、ウィザードは Symantec ApplicationHA
を初期化し、ApplicationHA Console サービスのアプリケーション監視を設定し、
アプリケーションハートビートを有効にします。これらのタスクが完了したら、［Next］
をクリックします。

9

［Finish］パネルで、［Finish］をクリックして、ウィザードを終了します。
これで ApplicationHA Console のアプリケーション監視の設定は完了です。
［ApplicationHA］タブで、［Description］フィールドに、アプリケーション監視が設
定されたサービスのリストが表示されます。アプリケーションの状態に、仮想マシンで
設定された通りに動作していることが示されます。
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5
アプリケーション監視の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

仮想マシンを管理するときの考慮事項

■

［ApplicationHA］タブを使ったアプリケーション監視の管理

■

アプリケーション監視設定の管理

■

ApplicationHA ダッシュボードを使用したアプリケーション監視の管理

■

ApplicationHA によって開始される仮想マシンの再起動について

■

PluginMgmt.bat ユーティリティを使ったプラグイン登録の管理

■

ApplicationHA Console ファイルとレジストリのバックアップ

仮想マシンを管理するときの考慮事項
VMware 環境では、仮想マシンの中断または停止、スナップショットの作成、スナップ
ショットへの復帰、仮想マシンの代替ホストへの移行、仮想マシンのテンプレートの作成
を含む、さまざまな仮想マシンの管理タスクを実行できます。VMware は仮想マシンでこ
れらの管理タスクを実行するための多くの機能を提供します。Symantec ApplicationHA
はこれらの機能をサポートします。
ApplicationHA サポートには次の機能が含まれますが、これらに限定されません。
■

VMware vMotion

■

VMware Distributed Resource Scheduler（VMware DRS）

■

VMware Storage vMotion

■

VMware Snapshots

■

VMware High Availability（VMware HA）

■

VMware Fault Tolerance

42

第 5 章 アプリケーション監視の管理
［ApplicationHA］タブを使ったアプリケーション監視の管理

アプリケーション監視を設定した仮想マシンで管理タスクを実行できます。Symantec
ApplicationHA は、仮想マシンでアプリケーションをアクティブに監視しながらこれらの
管理操作をサポートします。これらの操作は ApplicationHA の機能に影響しません。
仮想マシンのスナップショットを操作したり仮想マシンを代替ホストに移行したりするとき
は、仮想マシンでアプリケーションハートビートを無効にする（［ApplicationHA］タブの
［Disable Application Heartbeat］ボタン）、またはアプリケーション監視を中断する
（［ApplicationHA］タブの［Enter Maintenance Mode］ボタン）ことをお勧めします。
Symantec ApplicationHA がインストールされた仮想マシンのテンプレートを作成でき
ます。Symantec ApplicationHA をインストールし、仮想マシンと Console 間に安全な
信頼関係を設定した後でテンプレートを作成します。
アプリケーション監視が設定されている仮想マシンのテンプレートを作成しないでくださ
い。Symantec ApplicationHA は、このようなテンプレートから作成された仮想マシンで
アプリケーション監視設定を検出できない場合があります。最初にアプリケーション監視
を設定解除してから、仮想マシンで再び設定する必要があります。
Symantec ApplicationHA をインストールし、仮想マシンと Console の間の信頼通信を
設定した後で、仮想マシンテンプレートを作成することをお勧めします。
これらの仮想マシン管理タスクの実行に関する前提条件と推奨事項については、VMware
のマニュアルを参照してください。

［ApplicationHA］タブを使ったアプリケーション監視の管
理
メモ: 2 つの方法でアプリケーション監視を管理できます。1 つは、以下に示す
［ApplicationHA］タブを使う方法で、2 つ目は、Symantec ApplicationHA ダッシュボー
ドを使う方法です。ApplicationHA ダッシュボードを使うと、データセンター内の複数の
仮想マシン上の複数のアプリケ?ションのアプリケーション監視を管理できます。後者につ
いて詳しくは、
p.51 の 「ApplicationHA ダッシュボードを使用したアプリケーション監視の管理」 を参
照してください。
Symantec ApplicationHA には、アプリケーション監視を設定および管理するためのイ
ンターフェース、［ApplicationHA］タブがあります。［ApplicationHA］タブは VMware
vSphere Client と統合されています。
［ApplicationHA］タブを使って、次のタスクを実行します。
■

アプリケーション監視を設定または設定解除する

■

設定したアプリケーションを起動または停止する
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■

アプリケーションハートビートを有効または無効にする

■

メンテナンスモードを開始または終了する

［ApplicationHA］タブを表示するには、VMware vSphere Client を起動し、［Inventory］
ペインから仮想マシンを選択し、右側の［Management］ペインで［ApplicationHA］タ
ブをクリックします。
仮想マシンのシングルサインオンを設定していない場合は、仮想マシンの管理者権限が
あるユーザーのユーザー信用証明を指定します。
メモ: または、次の URL を使って、ブラウザウィンドウから直接にアプリケーション監視操
作を実行することもできます。
https://<VMNameorIP>:5634/vcs/admin/application_health.html?priv=ADMIN。
<VMNameorIP> は仮想マシンの名前または IP アドレスです。

アプリケーション監視を設定または設定解除するには
［ApplicationHA］タブを使って、仮想マシンからアプリケーション監視を設定または設定
を解除します。これは、設定を作成し直す場合やウィザードを使って別のアプリケーショ
ンを設定する場合に必要になることがあります。
次のリンクをクリックできます:
■

［Configure Application Monitoring］をクリックして、Symantec ApplicationHA
設定ウィザードを起動します。ウィザードを使ってアプリケーション監視を設定します。

■

［Unconfigure Application Monitoring］をクリックして、仮想マシンからアプリケー
ション監視の設定を削除します。
Symantec ApplicationHA は、アプリケーションとそのサービスに対して設定された
すべてのリソースを削除します。
これによって仮想マシンから Symantec ApplicationHA がアンインストールされるこ
とはありません。設定のみが削除されます。設定解除オプションでは、すべてのアプ
リケーション監視の設定リソースが仮想マシンから削除されます。

設定されたアプリケーションの状態を表示するには
［Component List］タブで、ApplicationHA の［Description］フィールドには、設定され
たアプリケーションおよび関連付けられたサービスの状態が表示されます。
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たとえば、Application Console の監視を設定した場合、［Description］には次の情報
が表示されます。
The [service] service is running.

service は仮想マシンに設定されたサービスの名前です。
［Description］フィールドに、設定されたアプリケーションとコンポーネントの状態が表示
されます。次の状態が表示されます。
online

サービスとプロセスが仮想マシン上で動作していることを示します。

offline

サービスとプロセスが仮想マシン上で動作していないことを示します。

partial

サービスとプロセスが仮想マシン上で起動されているか、または
ApplicationHA が設定された 1 つ以上のサービスまたはプロセスを起動で
きなかったことを示します。

faulted

設定されたサービスまたはコンポーネントが予期せずに動作を停止したこと
を示します。

［Refresh］をクリックして、設定されたコンポーネントの最新の状態を確認します。デフォ
ルトで、状態は 60 秒ごとに更新されます。

コンポーネントの依存関係を表示するには
ApplicationHA はコンポーネントの状態を監視して、高可用性に設定されたアプリケー
ションを監視します。相互に関連付けられたコンポーネントはコンポーネントグループを
形成します。アプリケーションの状態はコンポーネントグループに依存します。
VMware vSphere Client GUI の［Component Dependency］タブに、アプリケーション
とそのコンポーネント間のこの依存関係が示されます。
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［Component Dependency］タブにアクセスするには次の手順を実行します。
■

vSphere Client GUI の［ApplicationHA］タブで、［Component Dependency］をク
リックします。
コンポーネントの依存関係グラフが表示されます。グラフはどのコンポーネントが動作
するために他のどのコンポーネントに依存しているかを示します。

上の図は Internet Information Server（IIS）アプリケーションのコンポーネントの依存
関係を示しています。
左ペインはコンポーネントグループを示し、右ペインは選択されたコンポーネントグルー
プのコンポーネントを示しています。2 つのコンポーネントを結合する垂直線は、上位の
コンポーネントが実行するためには、下位のコンポーネントが実行している必要があるこ
とを示します。
左下コーナーのトラックパッドは、複雑なコンポーネント依存関係グラフのナビゲートに役
立ちます。
コンポーネント依存関係グラフでは、コンポーネントグループとコンポーネントとそれらの
状態を示すために各種アイコンも使われています。マウスのカーソルをコンポーネントに
合わせると、ヒントにコンポーネントの名前と状態がハイライトされます。
たとえば、上の図では、左ペインで Internet Information Services コンポーネントグ
ループが選択され、右ペインにコンポーネント、IIS サイト、ストレージマウントポイントが表
示されています。IIS を起動させるには、Internet Information Services コンポーネント
グループがオンラインである必要があります。Internet Information Services コンポー
ネントグループをオンラインにするには、ストレージマウントポイントコンポーネントが最初
に起動し、続いて IIS サイトリソースが起動する必要があります。
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アプリケーションを起動または停止するには
［ApplicationHA］タブの次のオプションを使って、設定されたアプリケーションと関連付
けられたコンポーネントの状態を制御します。
■

［Start Application］をクリックして、設定されたアプリケーションを起動します。
Symantec ApplicationHA は、設定されたアプリケーションとコンポーネントを所定
の順序で起動しようとします。設定されたリソースも事前定義済みの順序でオンライン
状態になります。

■

［Stop Application］をクリックして、仮想マシン上で動作している設定されたアプリ
ケーションを停止します。
Symantec ApplicationHA は、設定されたアプリケーションとコンポーネントの正常
な停止を開始します。設定されたリソースも事前定義された順序でオフライン状態に
なります。

アプリケーションハートビートを有効または無効にするには
VMware 仮想マシンの監視機能は、VMware Tools がゲストオペレーティングシステム
の可用性のプロキシとして取得するハートビート情報を使います。これにより、VMware
HA はハートビートを送信できなくなった各仮想マシンを自動的にリセットまたは再起動で
きます。［VM and Application Monitoring］はアプリケーション監視を有効にする場合
にも選択できます。
［ApplicationHA］タブでは、仮想マシンでのアプリケーションハートビートを制御できま
す。
［ApplicationHA］タブの次のオプションを使って、設定されたアプリケーションハートビー
トを制御します。
■

仮想マシンで動作する設定されたアプリケーションと VMware HA 間のハートビート
通信を有効にするには、［Enable Application Heartbeat］をクリックします。
アプリケーションハートビートはアプリケーションの監視を設定したときにデフォルトで
有効になります。

■

仮想マシンで動作する設定されたアプリケーションと VMware HA 間のハートビート
通信を無効にするには、［Disable Application Heartbeat］をクリックします。
アプリケーションハートビートを無効にしても、VMware HA は仮想マシンを再起動し
ません。このオプションは、VMware の仮想マシン監視設定でアプリケーション監視
機能を無効にします。

アプリケーション監視を中断または再開するには
アプリケーション監視の設定後、これらのアプリケーションの定期保守タスクを実行する必
要がある場合があります。これらのタスクには、アプリケーションの停止が関係する場合と
関係しない場合がありますが、アプリケーションと依存しているコンポーネントの状態に一
時的に影響を与える可能性があります。アプリケーション状態に変化がある場合、
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Symantec ApplicationHA はアプリケーションの状態を復元しようとすることがあります。
これは、これらのアプリケーションで実行する予定の保守タスクに影響を与える可能性が
あります。
アプリケーションの停止がオプションとしてない場合、アプリケーション監視を中断し、この
ような保守タスクを実行するためのウィンドウを作成できます。アプリケーション監視を中
断すると、ApplicationHA はアプリケーション設定をフリーズし、アプリケーションハート
ビートを無効にして、VMware HA へのハートビートの送信を停止します。
［ApplicationHA］タブには、次のオプションが用意されています。
■

仮想マシンで設定されているアプリケーションのアプリケーション監視を中断するに
は、［Enter Maintenance Mode］をクリックします。監視が中断されている間、
Symantec ApplicationHA はアプリケーションとその依存コンポーネントの状態を監
視しません。［ApplicationHA］タブには、アプリケーションの現在の状態が表示され
ません。アプリケーションまたはそのコンポーネントに障害がある場合、ApplicationHA
は何も処理を行いません。

■

仮想マシンで設定されているアプリケーションのアプリケーション監視を再開するに
は、［Exit Maintenance Mode］をクリックします。［ApplicationHA］タブの［Refresh］
リンクをクリックして、アプリケーションの現在の状態を確認する必要がある場合があり
ます。
アプリケーション監視を中断された状態から再開する場合、ApplicationHA はアプリ
ケーションハートビートを有効にしません。有効にするには、［Enable Application
Heartbeat］をクリックします。
監視が行われていた基盤になるストレージのマウントポイントにデータベースの追加
または変更などの変更を加えた場合、これらの変更がアプリケーション監視の設定に
反映されない場合があります。このような場合、アプリケーション監視を設定解除し、
再設定する必要がある場合があります。

アプリケーション監視設定の管理
ApplicationHA ビューには、Symantec ApplicationHA が仮想マシンでのアプリケー
ション監視、アプリケーションと依存コンポーネントの障害処理、アプリケーションのリカバ
リを制御するために使うことができる一連のオプションが用意されています。このビューに
は、仮想マシンを再起動するように ApplicationHA を設定するために使用できる一連の
オプションもあります。これらの構成設定は仮想マシンごとに適用可能です。設定は
Symantec ApplicationHA が仮想マシンで監視するすべてのアプリケーションに適用さ
れます。
次の設定が利用可能です。
■

App.StartStopTimeout
ApplicationHA ビューで［Start Application］または［Stop Application］リンクをク
リックすると、Symantec ApplicationHA はアプリケーションとその依存コンポーネン
トの正しい手順での起動と停止を開始します。このオプションは、アプリケーションが
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起動または停止するまでに Symantec ApplicationHA が待機する必要がある秒数
を定義します。アプリケーションが規定された時間内に応答しない場合、
ApplicationHA ビューにエラーが表示されます。
アプリケーション応答の遅延は、アプリケーションまたは依存コンポーネントに障害が
発生したことを示すものではありません。作業負荷、システムパフォーマンス、ネット
ワーク帯域幅などのパラメータがアプリケーション応答に影響する場合があります。
Symantec ApplicationHA はタイムアウト間隔が終了した後でもアプリケーション応
答を待機し続けます。アプリケーションが起動または停止に失敗すると、ApplicationHA
は他の構成設定に応じて必要なアクションを実行します。
AppStartStopTimeout 値には 0 から 600 までを設定できます。デフォルトは 30 秒
です。
■

App.RestartAttempts
このオプションは、Symantec ApplicationHA が障害が発生したアプリケーションま
たは依存コンポーネントの再起動を試みる回数を定義します。アプリケーションが指
定された試行回数で起動できない場合、Symantec ApplicationHA はアプリケー
ションハートビートを停止し、VMware HA に障害を通知します。
AppRestartAttempts 値には 1 から 6 までを設定できます。デフォルトは 1 です。

■

App.ShutdownGraceTime
このオプションは、Symantec ApplicationHA が VMware HA にアプリケーション障
害を通信する前に待機する秒数を定義します。
設定されたアプリケーションまたは依存しているコンポーネントで障害が発生した場
合、Symantec ApplicationHA はコンポーネントの再起動を設定された回数試みま
す。コンポーネントが起動できない場合、Symantec ApplicationHA はアプリケー
ションハートビートを停止し、VMware HA に障害を通知します。VMware HA は構
成設定によっては仮想マシンを再起動することがあります。
突然のシャットダウンはコンピュータ上で動作している他の健全なアプリケーションコ
ンポーネントに影響することがあります。これらのコンポーネントの停止に長時間かか
る場合、Symantec ApplicationHA は再ブートを開始するまでの時間内に正常に停
止できない場合があります。このような場合、Symantec ApplicationHA がすべての
アプリケーションコンポーネントを正常に停止するように、AppShutdownGraceTime
を使って仮想マシンの再ブートを遅らせることができます。
アプリケーションの起動に失敗した場合、Symantec ApplicationHA は仮想マシン
で監視されるすべての健全なアプリケーションの正常な終了を開始し、このオプショ
ンで指定された時間待機します。仮想マシンの再ブートは、すべてのアプリケーショ
ンコンポーネントの正常な終了後、または猶予時間の終了時のいずれか早いほうの
タイミングで実行されます。
この設定は Symantec ApplicationHA 設定ウィザードを使ってアプリケーション監視
を設定する際に作成されるハートビートサービスグループに適用されます。内部的に
は、設定で Heartbeat エージェントリソース（VMWAppMonHB）の
DelayBeforeAppFault 属性が設定されます。
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AppShutDownGraceTime 値には 0 から 600 までを設定できます。デフォルトは
300 秒です。
■

VM.GracefulRebootPolicy
ApplicationHA によって開始される仮想マシンの再起動ポリシーの有効と無効を切
り替えるためにこのオプションを使います。このオプションは ApplicationHA がアプ
リケーションとコンポーネントの障害に対応して仮想マシンを再起動するかどうかを定
義します。設定されたアプリケーションやコンポーネントで障害が発生すると、
ApplicationHA は障害のあるコンポーネントの再起動を試みます。コンポーネントが
起動に失敗すると、ApplicationHA は次の訂正処理を適用します。
このポリシーを無効にして、アプリケーションまたはそのコンポーネントが失敗した場
合、ApplicationHA は VMware HA にハートビートを送信することを停止します。そ
の結果 VMware HA は仮想マシンを再起動できます。
このポリシーを有効にすると、ApplicationHA 自体は仮想マシンを再起動するネー
ティブオペレーティングシステムコマンドを呼び出します。
VM.GracefulRebootPolicy 値には有効（1）または無効（0）を指定できます。デフォ
ルト値は無効です。

■

VM.GracefulRebootAttempts
このオプションは、設定されたアプリケーションやコンポーネントが応答不能になった
場合に、ApplicationHA が仮想マシンを正常に再起動しようと試みる回数を定義し
ます。再起動の試行回数は期限が定められ、VM.GracefulRebootTimeSpan オプ
ションによって定義されます。再起動の試行のカウントは、再ブートの期間が経過した
後にリセットされます。
たとえば、再ブートの試行回数値が 4、期間値が 1 時間で、ApplicationHA が仮想
マシンを 1 回再起動している場合、再起動の試行カウントは 1 時間の間隔の残りの
期間で 3（初期設定値の 4 から 1 回の再ブートを引く）です。再起動の試行カウント
は次の 1 時間の始めに 4 にリセットされます。
再起動の試行回数を使い切り、アプリケーションやコンポーネントが再ブート期間内
で再び失敗すると、ApplicationHA はアプリケーションハートビートを停止し、VMware
HA に障害を伝えます。設定に応じて、VMware HA は仮想マシンを再起動すること
があります。
VM.GracefulRebootAttempts 値には 1 から 10 までを設定できます。デフォルト値
は 1 です。

■

VM.GracefulRebootTimeSpan
このオプションは ApplicationHA が VM.GracefulRebootAttempts オプションに
よって定義された回数で、仮想マシンを正常に再起動できる間隔を時間単位で定義
します。
VM.GracefulRebootTimeSpan 値には 1 から 24 までを設定できます。デフォルト値
は 1 時間です。
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メモ: これらの属性値は VMware HA によるハードリスタートに、影響を受けません。設定
は VMware HA が仮想マシンを再ブートした後も有効のままです。
アプリケーション監視の構成設定を修正するには

1

vSphere Client を起動し、左側の［inventory］ペインから、アプリケーション監視を
設定した仮想マシンを選択します。

2

［ApplicationHA］タブをクリックし、［Settings］リンクをクリックして［Settings］ダイ
アログボックスを表示します。

3

［Settings］ボックスに表示される利用可能なオプションの値を指定し、［OK］をクリッ
クします。
指定された値は設定で更新され、すぐに有効になります。

vmrestoretimeout の管理
vmrestoretimeout は、ハートビートエージェントで、VMware HA が仮想マシンをリセッ
トするまで待つ必要がある時間の間隔を分単位で定義します。VMware HA がこの時間
内に仮想マシンをリセットしなければ、Heartbeat エージェントはバックアップ復元の要求
をトリガします。
メモ: VMware ESX Server バージョン 4.0 の場合、仮想マシンの復元の要求は正常な
再ブートの試行後にトリガされます。
vmrestoretimeout のデフォルト値は 5 分です。
コマンドラインから vmrestoretimeout 値を管理できます。これらの構成設定は仮想マシ
ンごとに適用可能です。設定は Symantec ApplicationHA が仮想マシンで監視するす
べてのアプリケーションに適用されます。
メモ: これらの属性値は VMware HA によるハードリスタートに、影響を受けません。設定
は VMware HA が仮想マシンを再ブートした後も有効のままです。
vmrestoretimeout の構成設定を変更するには

1

仮想マシンで、コマンドプロンプトを開きます。

2

次のコマンドを入力して、クラスタ設定モードを読み取りと書き込みに設定します。
haconf ?makerw
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3

vmrestoretimeout 値を変更します。
hares -modify VCSAppMonHBRes vmrestoretimeout time in minutes

メモ: vmrestoretimeout 値は常に VMware HA 構成設定より大きくする必要があ
ります。そうしないと、仮想マシンバックアップの要求が VMware HA の処理の前に
トリガされます。

4

これらの変更を保存します。次のコマンドを入力して、クラスタ設定モードを読み取り
専用に設定します。
haconf ?dump ?makero

ApplicationHA ダッシュボードを使用したアプリケーショ
ン監視の管理
ApplicationHA ダッシュボードは VMware vCenter によって管理されるデータセンター
内の仮想マシンに設定されたアプリケーションを管理できるようにする ApplicationHA
の統合グラフィックユーザーインターフェースです。
ダッシュボードは VMware vSphere Client GUI に完全に統合されています。ダッシュ
ボードは VMware vSphere Client GUI の［ApplicationHA］タブに表示されます。ダッ
シュボードを表示するには、vSphere Client のインベントリビューで、データセンターまた
は VMware クラスタをクリックし、次に右ペインの［ApplicationHA］タブをクリックします。
ダッシュボードでは、データセンター全体に設定されたアプリケーションの集計的な健全
性を表示できます。または VMware クラスタにドリルダウンし、そのクラスタに設定された
アプリケーションの集計的な健全性を表示することもできます。さらに、個々の仮想マシン
上の個々のアプリケーションにドリルダウンし、アプリケーションの状態を表示または変更
することもできます。
アプリケーションを起動または停止できます。アプリケーションのハートビート機構の有効
と無効を切り替えることができます。さらに、（高可用性の警告を発生させずに）アプリケー
ションをメンテナンスのためにオフラインにしたり、メンテナンスの後でアプリケーションを
オンラインに戻したりすることもできます。
ダッシュボードのコンポーネントについて詳しくは、
p.51 の 「ダッシュボードの作業領域について」 を参照してください。

ダッシュボードの作業領域について
ApplicationHA ダッシュボードには、データセンターまたは VMware クラスタの集計的
なアプリケーション健全性状態の情報が表示されます。
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ダッシュボードには、VMware vSphere Client のインベントリビューで、データセンター
をクリックするか、VMware クラスタをクリックするかに応じた、集計的なアプリケーション
状態情報が表示されます。ダッシュボードでは、下記の詳細なアプリケーションテーブル
と別に、色コードとヒントを使って、アプリケーションの状態が示されます。
次の図に、ダッシュボードの作業領域を示します。

上の図では、ラベルはダッシュボードの次の要素を意味します。
1

集計ステータスバー

2

クラスタテーブル

4

フィルタメニュー

5

アプリケーションテーブ
ル

3

タスクバー

集計ステータスバー
データセンターの場合、集計（健全性）ステータスバーに、データセンターで動作してい
る VMware クラスタの合計数と設定されたアプリケーションの合計数が表示されます。
さらに、集計ステータスバーには、データセンターに設定されたアプリケーションの全体
的な健全性を示す次の詳細も表示されます。
■

障害が発生したアプリケーションの数

■

partial 状態のアプリケーションの数

■

オンラインのアプリケーションの数
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■

オフラインのアプリケーションの数

VMware クラスタの場合、集計（健全性）ステータスバーには VMware クラスタに設定さ
れたアプリケーションの合計数が表示されます。
さらに、集計ステータスバーには、VMware クラスタに設定されたアプリケーションの全体
的な健全性を示す次の詳細も表示されます。
■

障害が発生したアプリケーションインスタンスの数

■

partial 状態のアプリケーションインスタンスの数

■

オンラインのアプリケーションインスタンスの数

■

オフラインのアプリケーションインスタンスの数

クラスタテーブル
ApplicationHA ダッシュボードには、vSphere Client のインベントリビューでデータセン
ターをクリックし、次に［ApplicationHA］タブをクリックした場合にのみ、このテーブルが
表示されます。クラスタテーブルは、データセンターの各 VMware クラスタ（または独立
した ESX Server）の次のカラムをリストしたものです。
■

選択したクラスタの仮想マシンの合計数

■

障害が発生したアプリケーションがある仮想マシンの数

■

アプリケーションの警告が発生した仮想マシンの数

■

アプリケーションの状態が健全な仮想マシンの数

■

VMware クラスタのアプリケーションの全体的な状態（健全なアプリケーションの割合）

メモ: ESX Server がクラスタに含まれていない場合、ESX Server はこのテーブルにクラ
スタとして表示されます。ESX Server をクリックすると、ダッシュボードに ESX Server 上
の各種の仮想マシンで動作するアプリケーションが表示されます。インベントリビューのク
ラスタをクリックし、次に［ApplicationHA］タブをクリックした場合、そのような仮想マシン
上のアプリケーションを表示できません。

タスクバー
タスクバーには各種管理タスクのアイコンが表示されます。ヒントに各アイコンが表すタス
クがハイライトされます。
次のタスクが現在サポートされています。
■

アプリケーションの起動: 設定されたアプリケーションを起動する

■

アプリケーションの停止: 設定されたアプリケーションを停止する
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■

アプリケーションハートビートの有効化: 仮想マシンで動作する設定されたアプリケー
ションと VMware HA 間のハートビート通信を有効にする。アプリケーションハートビー
トはアプリケーションの監視を設定したときにデフォルトで有効になります。

■

アプリケーションハートビートの無効化: 仮想マシンで動作する設定されたアプリケー
ションと VMware HA 間のハートビート通信を無効にする

■

メンテナンスモードの開始: 設定されたアプリケーションのアプリケーション監視を中
断する。監視が中断されている間、ApplicationHA はアプリケーションとその依存コ
ンポーネントの状態を監視しません。

■

メンテナンスモードの終了: 設定されたアプリケーションのアプリケーション監視を再
開する

フィルタメニュー
フィルタメニューでは、アプリケーションテーブルに表示されるアプリケーションを動的に
フィルタ処理できます。次のパラメータによってアプリケーションをフィルタ処理できます。
■

アプリケーション名

■

アプリケーションの状態

■

検索（キー文字列）

アプリケーションテーブル
クラスタテーブルまたは VMware vSphere Client のインベントリビューで、VMware クラ
スタをクリックすると、選択したクラスタの仮想マシンのリストがアプリケーションテーブルに
表示されます。ダッシュボードのデータセンター表示で VMware クラスタに含まれない
ESX Server をクリックすると、その ESX Server に設定されている仮想マシンのリストが表
示されます。
次の表に、アプリケーションテーブルの各カラムとその説明を示します。
カラム

説明

Maintenance mode

アプリケーションがメンテナンスモードかどうかを示します。メンテナンス
モードアイコンが表示されます。マウスカーソルを行に合わせると、該当
するヒントが表示されます。
このカラムには見出しがありません。

アプリケーション

アプリケーション名を示します。
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カラム

説明

Heartbeat

ApplicationHA が VMware HA にアプリケーション状態の更新を送信
するために現在ハートビート機構を使用しているかどうかを示します。マウ
スカーソルを行に合わせると、該当するヒントが表示されます。
ApplicationHA はアプリケーションがメンテナンスモードにあるときのみ
機構の使用を停止します。
このカラムには見出しがありません。

Application Status

アプリケーションの次のいずれかの状態を示します。
■

Online

■

Offline

■

Faulted

■

Partial

メモ: アプリケーションの開始や停止などの管理タスクを実行した後、また
はメンテナンスモードに切り替わると、ダッシュボードは設定されたアプリ
ケーションの状態を更新するために数秒かかります。
Virtual machine

アプリケーションが動作している仮想マシンを示します。

Alerts and
description

アプリケーションが動作していないか、または partial 状態にある理由を
示します。

ダッシュボードのしくみについて
Symantec ApplicationHA はアプリケーションの健全性の認識を利用し、データセンター
管理者がダッシュボードを使用して、迅速に介入できるようにします。
Symantec ApplicationHA によるアプリケーションの制御は仮想マシンと ApplicationHA
Console 間のハートビート信号の交換に基づきます。
ApplicationHA のアプリケーション固有のエージェントは、永続的に VMware クラスタ
の各仮想マシンに設定されたアプリケーションの各種のコンポーネントを監視します。エー
ジェントは ApplicationHA Console のベースに存在するデータベースにアプリケーショ
ンコンポーネントの状態を中継します。ダッシュボードコンポーネントはアプリケーションの
状態（Online、Offline、Partial、Faulted）を判断するためにこのデータをさらに処理し
ます。
ApplicationHA コンポーネントはさらに vSphere Client 上でダッシュボードにアプリケー
ションの健全性状態を中継します。
メモ: 選択したデータセンターまたはクラスタに設定されたすべてのアプリケーションの最
新の状態を表示するには、［Refresh］をクリックする必要があります。
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次の図はダッシュボードの機能を示しています。

ダッシュボードへのアクセス
次の操作を実行する場合に、ApplicationHA ダッシュボードにアクセスする必要がある
可能性があります。
■

データセンターまたは VMware クラスタ全体でアプリケーションを検索し、管理操作
を実行する

■

データセンターまたは VMware クラスタ全体でアプリケーションの管理操作を実行す
る

■

メンテナンス目的で VMware クラスタまたはデータセンター全体のアプリケーション
の監視を中断する
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ダッシュボードにアクセスするための前提条件
アプリケーションを管理するために ApplicationHA ダッシュボードにアクセスする前に、
次のことを確認してください。
■

管理したいアプリケーションに Symantec ApplicationHA によるアプリケーション監
視が設定されている

■

ApplicationHA Console が指定のポート（ポート 5634）で ApplicationHA ゲストコ
ンポーネントと通信できる

ダッシュボードにアクセスする方法
ApplicationHA のインストール時に、製品インストールスクリプトまたはウィザードは自動
的に必要なダッシュボードコンポーネントをインストールします。その結果、ApplicationHA
ダッシュボードが vSphere Client の［ApplicationHA］タブに表示されます。
ただし、ダッシュボードにアクセスするには、Symantec ApplicationHA が正常にインス
トールされ、適切なユーザー権限があることを確認する必要があります。
ダッシュボードにアクセスするには
次の手順を実行します。
■

vSphere Client のインベントリビュー（左ペイン）で、データセンターまたは VMware
クラスタをクリックします。右ペインの［ApplicationHA］タブに Symantec
ApplicationHA ダッシュボードが表示されます。

ダッシュボードにアクセスできるユーザー
ApplicationHA にアクセスするためには、VMware vCenter 管理者が次のいずれかの
ロールをユーザーに割り当てる必要があります。
■

Guest: アプリケーション状態の表示のみ

■

Operator: アプリケーションの表示と制御

■

Admin: アプリケーションの表示と制御に加えて、アプリケーション監視の設定

ロールについて詳しくは
p.15 の 「Symantec ApplicationHA ユーザー権限」 を参照してください。
メモ: ロールとそれらの権限は DAC ポリシーに従います。
DAC について詳しくは
p.58 の 「DAC とは」 を参照してください。
アクセス制御の設定について詳しくは
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p.22 の 「Symantec ApplicationHA アクセス制御の設定」 を参照してください。

DAC とは
DAC は vCenter 管理者が ApplicationHA ユーザーのアクセスをデータセンターの特
定の VMware クラスタや仮想マシンのみに制限することができる機能です。
たとえば、ApplicationHA 管理者として、指定した VMware クラスタの仮想マシンのみ
のアプリケーションを監視または制御できるとします。ApplicationHA ダッシュボードに
は他の VMware クラスタが表示されません。
この機能は特定の VMware クラスタへの望ましくない、または意図しない管理上の介入
を防ぐのに役立ちます。さらに、ゲストユーザーとオペレータの表示を必要な VMware ク
ラスタのみに制限します。

データセンター全体のアプリケーションの監視
VMware vSphere Client のインベントリビューでデータセンターをクリックし、次に
［ApplicationHA］タブをクリックすると、ApplicationHA ダッシュボードに、選択したデー
タセンターで実行している各種 VMware クラスタ、仮想マシン、アプリケーションが表示
されます。さらに、ダッシュボードには、アプリケーションの健全性とアプリケーション監視
情報も表示されます。
フィルタを使用して、データセンター全体で実行しているすべてのアプリケーションからド
リルダウンして、データセンターの 1 つのアプリケーションとその各種インスタンスを表示
できます。

クラスタ全体のアプリケーションの監視
VMware vSphere Client のインベントリビューで VMware クラスタをクリックし、次に
［ApplicationHA］タブをクリックすると、ApplicationHA ダッシュボードに、VMware クラ
スタで実行している仮想マシンとアプリケーションに関する統合された情報が表示されま
す。さらに、ダッシュボードには、アプリケーションの健全性とアプリケーション監視情報も
表示されます。
フィルタを使用して、VMware クラスタで実行しているすべてのアプリケーションからドリ
ルダウンして、VMware クラスタの 1 つのアプリケーションとその各種インスタンスを表示
できます。

フィルタを使用したアプリケーションインスタンスの検索
ApplicationHA ダッシュボードは、選択したデータセンターまたは VMware クラスタの
特定アプリケーションのすべてのインスタンスを検索するのに役立ちます。監視するアプ
リケーションを検索するために、3 つの種類のフィルタを使うことができます。
1 つ以上のフィルタを使用して、同時にアプリケーションを検索できます。
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次の表に、フィルタメニューの各フィールドとその説明を示します。
フィールド

説明

アプリケーション

アプリケーションテーブルでフィルタ処理したいアプリケーションの名前を指定
できます。ドロップダウンリストに、データセンターまたは VMware クラスタに
設定されたすべてのハートビート対応アプリケーションが表示されます。フィル
タ処理したいアプリケーションの名前をクリックして選択します。

Status

アプリケーションテーブルをフィルタ処理するアプリケーションの状態を指定
できます。ドロップダウンリストに、状態値（Online、Offline、Faulted Partial、
Unknown）が表示されます。アプリケーションをフィルタ処理したい状態をク
リックします。

Search

文字列または文字のパターンを使用してアプリケーションを検索できます。ア
プリケーションをフィルタ処理したいパターンを入力します。ダッシュボードは
動的にリストをフィルタ処理します。

管理するアプリケーションのインスタンスの選択
ダッシュボードを使用して、管理するアプリケーションの 1 つ以上のインスタンスを選択で
きます。
1 つのアプリケーションインスタンスを選択するには、そのアプリケーションインスタンスの
行内をクリックします。
複数のインスタンスを選択するには、Ctrl キーを押したまま、各インスタンスの行内をクリッ
クします。
アプリケーションテーブルの連続したインスタンスを選択するには、Shift キーを押したま
ま、最初のインスタンスの行内をクリックし、次に最後のインスタンスの行内をクリックしま
す。
アプリケーションテーブルのすべてのインスタンスを選択するには、［Select All］をクリッ
クします。

ダッシュボードを使用したアプリケーションの起動
1 つ以上の仮想マシンのアプリケーションを起動するには、ApplicationHA ダッシュボー
ドのアプリケーションテーブルで次の手順を実行します。
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アプリケーションを起動するには

1

起動するアプリケーションをフィルタ処理します。
p.58 の 「フィルタを使用したアプリケーションインスタンスの検索」 を参照してくださ
い。

2

アプリケーションテーブルで、アプリケーションを起動する仮想マシンを選択します。

3

アプリケーションを起動するには、タスクバーで、該当するアイコンをクリックします
（該当するアイコンを認識するにはヒントを使います）。

ダッシュボードを使用したアプリケーションの停止
1 つ以上の仮想マシンのアプリケーションを停止するには、ApplicationHA ダッシュボー
ドのアプリケーションテーブルで次の手順を実行します。
アプリケーションを停止するには

1

停止するアプリケーションをフィルタ処理します。
p.58 の 「フィルタを使用したアプリケーションインスタンスの検索」 を参照してくださ
い。

2

アプリケーションテーブルで、アプリケーションを停止する仮想マシンを選択します。

3

アプリケーションを停止するには、タスクバーで、該当するアイコンをクリックします
（該当するアイコンを認識するにはヒントを使います）。

ダッシュボードを使用したアプリケーションハートビートの有効化
1 つ以上の仮想マシンのアプリケーションのアプリケーションハートビートを有効にするに
は、ApplicationHA ダッシュボードのアプリケーションテーブルで次の手順を実行しま
す。
詳しくは、
アプリケーションハートビートを有効にするには

1

ハートビートを有効にするアプリケーションをフィルタ処理します。
p.58 の 「フィルタを使用したアプリケーションインスタンスの検索」 を参照してくださ
い。

2

アプリケーションテーブルで、アプリケーションを起動する仮想マシンを選択します。

3

アプリケーションのハートビートを有効にするには、タスクバーで、該当するアイコン
をクリックします（該当するアイコンを認識するにはヒントを使います）。
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ダッシュボードを使用したアプリケーションハートビートの無効化
1 つ以上の仮想マシンのアプリケーションのアプリケーションハートビートを無効にするに
は、ApplicationHA ダッシュボードのアプリケーションテーブルで次の手順を実行しま
す。
アプリケーションハートビートを無効にするには

1

ハートビートを無効にするアプリケーションをフィルタ処理します。
p.58 の 「フィルタを使用したアプリケーションインスタンスの検索」 を参照してくださ
い。

2

アプリケーションテーブルで、ハートビートを無効にする仮想マシンを選択します。

3

アプリケーションのハートビートを無効にするには、タスクバーで、アプリケーション監
視を停止する該当するアイコンをクリックします（該当するアイコンを認識するにはヒ
ントを使います）。

アプリケーションのメンテナンスモードの開始
メンテナンス目的で、アプリケーションを意図的にオフラインにする必要がある場合があり
ます。
1 つ以上の仮想マシンのアプリケーションのメンテナンスモードを開始するには、
ApplicationHA ダッシュボードのアプリケーションテーブルで次の手順を実行します。
メンテナンスモードを開始するには

1

メンテナンスのために正常にオフラインにするアプリケーションをフィルタ処理します。
p.58 の 「フィルタを使用したアプリケーションインスタンスの検索」 を参照してくださ
い。
メンテナンスのために正常にオフラインにするアプリケーションのすべてのインスタン
スが表示されます。

2

アプリケーションテーブルで、メンテナンスモードを開始させるインスタンスを選択し
ます。

3

メンテナンスのためにアプリケーションを正常にオフラインにするには、タスクバーで、
メンテナンスモードの開始に該当するアイコンをクリックします（該当するアイコンを
認識するにはヒントを使います）。

アプリケーションのメンテナンスモードの終了
1 つ以上の仮想マシンのアプリケーションのメンテナンスモードを終了するには、
ApplicationHA ダッシュボードのアプリケーションテーブルで次の手順を実行します。
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メンテナンスモードを終了するには

1

メンテナンスモードを終了させるアプリケーションをフィルタ処理します。
p.58 の 「フィルタを使用したアプリケーションインスタンスの検索」 を参照してくださ
い。
メンテナンスモードを終了させるアプリケーションのすべてのインスタンスが表示され
ます。

2

アプリケーションテーブルで、メンテナンスモードを終了させるインスタンスを選択し
ます。

3

アプリケーションのメンテナンスモードを終了するには、タスクバーで、メンテナンス
モードの終了に該当するアイコンをクリックします（該当するアイコンを認識するには
ヒントを使います）。

ダッシュボードの問題のトラブルシューティング
このセクションでは、ApplicationHA ダッシュボードの操作中に発生する可能性のある
シナリオのトラブルシューティングを示します。

すべての仮想マシンがダッシュボードから消去される
ダッシュボードに仮想マシンが表示されない。（2332024）
回避策
1.

ApplicationHA ダッシュボードからすべての仮想マシンが消去された場合、
ApplicationHA Console でデータベースサービスが動作中であるか調べてくださ
い。動作中でなければ、データベースを起動します。

2.

アプリケーションで障害が発生していないか、仮想マシンがブート中かどうか調べま
す。再起動の実行中、ダッシュボードから仮想マシンが消えることがあります。

ダッシュボードに古いタイムスタンプが表示される
アプリケーションテーブルで、ダッシュボードにアプリケーションの古いタイムスタンプが表
示される。 (2332263)
回避策
1.

次のコマンドを実行します。
<VRTSsfmh install dir>¥bin¥perl.exe
<VCS_HOME>¥portal¥admin¥synchronize_guest_config.pl

2.

また notify.sink.exe ファイルが次の場所にあることを確認してください。
%vcs_home%¥cluster server¥bin
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古いタイムスタンプに関連するアプリケーション状態のエラー
ApplicationHA ダッシュボードで、アプリケーションの説明の列に古いタイムスタンプが
表示されている場合、そのアプリケーションの状態は最新ではないことがあります。
ApplicationHA Console のデータベースが更新されていないと、ダッシュボードのアプ
リケーション説明の列に古いタイムスタンプが表示されます。 (2352091)
回避策
仮想マシンが動作中であることを確認してください。アプリケーションが正しく設定されて
いることも確認してください。問題が解決しない場合、まずその仮想マシンのアプリケー
ション監視を設定解除してから、再設定します。

ダッシュボードにエラーが表示される
ネットワーク接続が遅い場合、ApplicationHA ダッシュボードに次のポップアップが表示
されます。
Unable to retrieve application status.
Please verify the following:
- The ApplicationHA Console host is powered on and accessible.
- The ApplicationHA Console service (Symantec ApplicationHA service)
is running on the Console host
- Ports 5634, 443, and 14152 are not blocked by a firewall.
- Network connection problems.

(2332539)
回避策
ポップアップに従って、問題が存在しないことを確認してください。

ApplicationHA Console の再インストールエラー
ApplicationHA Console を再インストールするか、既存の ApplicationHA Console の
インストールを修復し、ApplicationHA ダッシュボードにアクセスすると、ダッシュボード
に次のエラーが表示されることがあります。
Unable to retrieve the application status.
Please verify the following:
-The ApplicationHA Console host is powered on and accessible.
-The ApplicationHA Console service (Symantec ApplicationHA Service)
is running on the Console host.
-Ports 5634, 443, and 14152 are not blocked by a firewall.
- Network connection problems.

（2332019 および 2349592）
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回避策
vSphere Client を閉じ、再び開きます。

VM のネットワークの問題
仮想マシンがローカルネットワークに正しく設定されていない場合、ダッシュボードに設定
されたアプリケーションが表示されません。
この動作は ApplicationHA が vCenter MOB から仮想マシンの MAC ID または NIC を
判断できない場合に、確認されます。ダッシュボードで、その仮想マシンに設定されたア
プリケーションを表示しようとすると、ApplicationHA ログに次のいずれかのメッセージが
表示されます。
"No MAC address is present for the VM: vmName"
"Please check VMware tools are updated and running on the VM."

または
"No NIC information is present for the VM: vmName"

次の場所にある ApplicationHA ログで、関連エントリを表示できます。
%PROGRAMDATA%¥¥Symantec¥¥ApplicationHA¥Logs¥ApplicationHA.log

(2357368)
回避策
VM がローカルネットワークに正しく設定されていることを確認します。つまり、VvCenter
MOB から、VM の MAC ID と NIC が使用できることを確認します。

アプリケーションの状態の更新に数秒かかり、一部の仮想マシン
が瞬間的に消える
ApplicationHA ダッシュボードを使用して（または vSphere Client の［ApplicationHA］
タブを使用して）特定の管理操作を実行すると、ダッシュボードが更新後の状態に更新さ
れるまで数秒かかることがあります。
たとえば、ダッシュボードを使ってアプリケーションを起動または停止した場合、アプリケー
ションの新しい状態がダッシュボードに表示されるまでに数秒かかります。
特定の仮想マシンのアプリケーションのメンテナンスモードを終了すると、ダッシュボード
のアプリケーションテーブルからアプリケーションと仮想マシンが瞬間的に消えます。それ
らは数秒後に再表示され、ダッシュボードにアプリケーションがメンテナンスモードでない
ことが示されます。（2348253 および 2366680）
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アクセス権の伝播の問題
ユーザーのアクセス権をデータセンターまたはクラスタ全体に伝播させると、ユーザーは、
データセンターまたはクラスタ内で動作しているアプリケーションをダッシュボードに表示
できません。 (2377656)
回避策
VMware vSphere Client によって、必要な仮想マシンごとにユーザーにアクセス権を割
り当てる必要があります。

ダッシュボードの仮想マシンのカウントが変動することがある
多数の仮想マシンで ApplicationHA によるアプリケーション監視を設定している間に
ダッシュボードを更新すると、ダッシュボードの設定されたアプリケーションのカウントが変
動することがあります。この動作は大量の情報が同時に更新されるために発生します。
(2378577)

ApplicationHA によって開始される仮想マシンの再起動
について
アプリケーション監視を設定すると、ApplicationHA はハートビートを使って、VMware
HA にアプリケーションの状態を伝えます。アプリケーションまたはコンポーネントで障害
が発生すると、ApplicationHA はそれを再起動するように試みます。アプリケーションが
起動しない場合、ApplicationHA はハートビートの送信を停止します。設定に応じて、
VMware HA は仮想マシンを即座に再起動します。
ハードリスタートには、さまざまな影響があり、必ずしも望ましい解決方法ではないことが
あります。次のように、場合によっては、非生産的な場合があります。
■

仮想マシン自体は正常に動作しているが、アプリケーションが必要なリソースを取得
できない

■

コンピュータで動作する他のアプリケーションとツールがハングアップするか、突然の
シャットダウン後のリカバリまたは再起動に長時間かかる

■

仮想マシンで複数の重要なアプリケーションを実行している場合に、ハードリスタート
は破損を招く可能性がある

ApplicationHA は、ネーティブオペレーティングシステムコマンドを使って仮想マシンを
再起動するように ApplicationHA 自体を設定できるアプリケーション制御の追加の層を
提供します。オペレーティングシステムによって駆動された再起動は正常で、コンピュー
タで動作するアプリケーションとツールを整然とシャットダウンできるため、重要なアプリ
ケーションを破損させる可能性を軽減できます。
ApplicationHA は仮想マシンを再起動するように ApplicationHA を設定するために使
うことができる属性を提供します。
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p.47 の 「アプリケーション監視設定の管理」 を参照してください。

ApplicationHA によって開始される再ブートの VMware HA への影響
ApplicationHA によって開始された再ブートは、VMware HA の機能とは関係なく機能
します。VMware HA を置換することを意図していません。仮想マシンを実際に再ブート
する前にまず他の正常なアプリケーションと依存コンポーネントを停止させる必要がある
場合や、VMware HA が利用できない VMware 仮想化環境において有用です。
ApplicationHA によって開始される再ブートは、仮想化環境でカスタマイズされたアプリ
ケーション管理およびリカバリプランを構築するのに役立つ追加の制御層を提供すること
によって、VMware HA を補完します。ApplicationHA によって開始される再ブートは
VMware HA と共存できます。ApplicationHA によって開始される再ブートと VMware
HA の両方をリカバリプランの一部として設定できます。ApplicationHA によって開始さ
れる再ブートはアプリケーション障害に対する最前線の処理として機能できます。正常な
再起動によってアプリケーションの障害を解決できない場合、再ブート構成設定に応じ
て、ApplicationHA はアプリケーションハートビートを停止し、VMware HA が仮想マシ
ンを管理します。

PluginMgmt.bat ユーティリティを使ったプラグイン登録
の管理
PluginMgmt.bat ユーティリティを使って、VMware 環境での Symantec ApplicationHA
プラグインの登録を管理できます。ユーティリティには、vCenter Server でのプラグイン
の登録を登録、登録解除、確認を行うオプションが用意されています。
プラグインの登録は ApplicationHA Console のインストール時に ApplicationHA イン
ストーラによって処理されます。インストーラがプラグインの登録または登録解除に失敗し
た場合にこのユーティリティを使うことをお勧めします。既存の ApplicationHA Console
のホストを変更する場合、または vCenter Web Service ポートに変更がある場合、プラグ
インの登録解除と登録が必要になる場合があります。
ApplicationHA Console をインストール後、PluginMgmt.bat ユーティリティはコンソー
ルホストの次のディレクトリで利用できます。
<installdirectory>¥ApplicationHA¥bin

ここで、<installdirectory> はコンソールをインストールするディレクトリで、通常は
C:¥Program Files¥Veritas です。

第 5 章 アプリケーション監視の管理
PluginMgmt.bat ユーティリティを使ったプラグイン登録の管理

PluginMgmt.bat を使ってプラグインの登録を管理するには

1

ApplicationHA Console ホストから、［Run as Administrator］モードでコマンドプ
ロンプトを起動し、コマンドウィンドウで次のディレクトリに移動します。
<installdirectory>¥ApplicationHA¥bin

2

希望するモードで pluginmgmt.bat を実行するには、次のコマンドを入力します。
PluginMgmt <register|unregister|verify> <ApplicationHAConsole_IP>
<vCenterServer_IP> <vCenterServerSDK_Port>
<vCenterServer_Username> <vCenterServer_Password>

次の入力が必要になります。
register | unregister | verify

プラグインを登録するには register を指定します。
プラグインを登録解除するには、unregister を指定しま
す。
プラグインの登録を確認するには、verify を指定します。
PluginMgmt.bat ユーティリティは vCenterServer_IP
値で指定した vCenter Server 上でこれらの操作を実行
します。

ApplicationHAConsole_IP

プラグインを登録する場合は、ApplicationHA Console
をインストールしたコンピュータの IP アドレスを指定しま
す。
プラグインを登録解除または確認する場合は、現在
ApplicationHA Console を実行しているコンピュータの
IP アドレスを指定します。

vCenterServer_IP

仮想マシンを管理するために使われる vCenter Server
の IP アドレスを指定します。

vCenterServerSDK_Port

プラグインを登録または確認する場合は、VMware Web
Service によって使われるポートを指定します。
プラグインを登録解除する場合は、プラグインを登録す
る際に使われたポートを指定します。
デフォルトポートは 443 です。

vCenterServer_Username

vCenterServer_IP 値で指定した vCenter Server の
vCenter Extension 権限があるユーザーアカウントを指
定します。

vCenterServer_Password

vCenterServer_Username 値で指定したユーザーアカ
ウントのパスワードを指定します。

コマンドの出力は要求した操作の状態を確認します。

67

68

第 5 章 アプリケーション監視の管理
ApplicationHA Console ファイルとレジストリのバックアップ

ApplicationHA Console ファイルとレジストリのバックアッ
プ
仮想マシンのアプリケーション監視を設定後、ApplicationHA Console ファイルとレジス
トリキーのバックアップを作成できます。バックアップファイルは、Console ファイルが破損
した場合に設定データを復元するために使うことができます。
ApplicationHA Console ホストで次の手順を実行します。
ApplicationHA Console ファイルとレジストリをバックアップするには

1

2

次の ApplicationHA サービスを停止します。
■

Symantec ApplicationHA Authentication Service

■

Symantec ApplicationHA Database Service

■

Symantec ApplicationHA Service

ApplicationHA Console ホストからの次のディレクトリをバックアップします。
<installdirectory>¥Veritas Shared

ここで、<installdirectory> は Console をインストールしたディレクトリで、通常は
C:¥Program Files¥Veritas です。

3

［Start］、［Run］の順でクリックし、regedit と入力し、［OK］をクリックして、Windows
レジストリエディタを開き、次の場所に移動します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥Veritas¥VPI

4

VPI キーのバックアップを作成します。
［VPI］を右クリックし、［Export］をクリックして、VPI レジストリの分岐を保存するため
のファイル名と場所を指定します。

5

ApplicationHA Console ホストで次のディレクトリをバックアップします。
%AllUsersProfile%¥Symantec¥ApplicationHA¥sec
%AllUsersProfile%¥Symantec¥ApplicationHA¥conf
%AllUsersProfile%¥Symantec¥ApplicationHA¥BESec¥certstore
%AllUsersProfile%¥Symantec¥ApplicationHA¥BESec¥keystore

ここで %AllUsersProfile% は通常 C:¥ProgramData に展開されます。
必要に応じて、これらを取得できる場所にバックアップファイルを格納します。Console
ホストでファイルが破損した場合にこれらのファイルを復元する方法について詳しく
は、トラブルシューティングの項を参照してください。

A
Symantec ApplicationHA 設
定のトラブルシューティング
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Symantec ApplicationHA のログ記録

■

Symantec ApplicationHA プラグイン登録エラー

■

vCenter Server Plug-in Manager で使用可能な Symantec ApplicationHA プラ
グインが「無効」である

■

［Symantec ApplicationHA］タブにアプリケーション監視の状態が表示されない

■

［Symantec ApplicationHA］タブに、「Unable to retrieve the status of this 仮想
マシン"」エラーが表示されます。

■

［Symantec ApplicationHA］タブに「Failed to retrieve status」ポップアップメッセー
ジが表示される

■

Symantec ApplicationHA 設定ウィザードが空白で表示される

■

ApplicationHA Console ホストが完全に使用できなくなる

■

アプリケーション監視のリカバリ手順が Error: 5 で失敗する

■

アプリケーション監視のリカバリ手順が「non-zero value: 5」エラーで失敗する

■

VMware vCenter Server が完全に使用できなくなる

■

VMware HA がクラスタレベルで無効にされていても仮想マシンを再起動する
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Symantec ApplicationHA のログ記録
ここでは、Symantec ApplicationHA をインストールするときに発生する可能性がある一
般的な問題のトラブルシューティング方法について説明します。この章では、エラーメッ
セージをリストし、関連する問題について説明します。その問題に対する解決方法も示し
ています。
問題のトラブルシューティングでは、各種コンポーネントによって作成されるログファイル
を確認する必要があります。

ApplicationHA インストーラのログ記録
Symantec ApplicationHA インストーラのログにはインストールタスクと全体的な進行状
況についての詳細が含まれます。これらのログは、一般的なインストールに関する問題を
解決するのに役立ちます。
インストーラは、ウィザードを起動するとすぐにログディレクトリを作成します。
ログファイル
は、%AllUsersProfile%¥ApplicationData¥Veritas¥VPI¥log¥<date_timestamp>¥AppControl_Installer_A.txt
にあります。
Windows Server 2008 および 2008 R2 の場合、パスは
%AllUsersProfile%¥Veritas¥VPI¥log¥<date_timestamp>¥AppControl_Installer_A.txt

です。
ここで、%AllUsersProfile% は、通常 C:¥Documents and Settings¥All Users に
展開される Windows 変数です。
Windows Server 2008 および 2008 R2 では、通常 C:¥ProgramData に展開されます。

ApplicationHA Console のログ記録
hagetcf ユーティリティを使って ApplicationHA Console ログを収集します。このユー
ティリティは監視設定に関する詳細な診断情報を取得し、書き込みます。これらの詳細
は、設定に関する問題をデバッグするのに役立ちます。
ApplicationHA Console をインストール後、hagetcf ユーティリティはコンソールホストの
次のディレクトリで利用できます。
<installdirectory>¥ApplicationHA¥bin

ここで、<installdirectory> はコンソールをインストールするディレクトリで、通常は
C:¥Program Files¥Veritas です。

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
Symantec ApplicationHA のログ記録

ApplicationHA Console ログを収集するには、次の手順を実行します。

1

ApplicationHA Console ホストで、コマンドプロンプトから次のディレクトリに移動し
ます。
<installdirectory>¥ApplicationHA¥bin

2

ディレクトリから hagetcf ユーティリティを実行します。次のようにコマンドを入力しま
す。
hagetcf -appserver

hagetcf ユーティリティは %systemdrive%¥hagetcf¥mmyy_hhmm ディレクトリに出
力を書き込みます。
たとえば、C:¥hagetcf¥0819_2316 に出力を書き込みます。
ディレクトリには、各種コンポーネントを表す複数のフォルダとログファイルが含まれ
ています。

エージェントのログ記録
Symantec ApplicationHA エージェントは英字が付加されたログファイルを生成します。
最初のログファイルには、ファイル名の最後に「A」が付けられ、2 番目のファイルには「B」
が、そして、3 番目のファイルには「C」が付けられます。
エージェントログのコンポーネントは次のように定義されます。
■

タイムスタンプ: メッセージが生成された日付と時間。

■

ニーモニック: 製品を示す文字列 ID（VCS など）。

■

重要度: レベルは CRITICAL、ERROR、WARNING、NOTICE、INFO です（高レベ
ルから低レベルの順）。

■

UMI: 重複のないメッセージ ID。

■

メッセージテキスト: エージェントによって生成されるメッセージ本文。

エージェントログは <%vcs_home%>log¥agent_A.txt にあります。
ここで、<%vcs_home%> は ApplicationHA のゲストコンポーネントのインストール時に、
通常 C:¥Program Files¥Veritas¥Cluster Server に設定されます。
エージェントログの形式は次のとおりです。
タイムスタンプ（Year/MM/DD）| ニーモニック | 重要度 | UMI | エージェントタイプ | リソー
ス名 | エントリポイント | メッセージテキスト
一般的なエージェントログは、次のようになります。
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2010/08/22 18:46:44 VCS ERROR V-16-10051-6010
GenericService:Service_ClipSrv_res:online:Failed to start the service 'ClipSrv'.Error
= 1058.

ApplicationHA ビューのログ記録
ApplicationHA ビューは、英字が付加されたログファイルを生成します。ログファイルは、
次に示すように操作と構成設定を基にして分けられています。
■

操作とウィザードのログ記録
操作ログには、Symantec ApplicationHA 設定ウィザードログと ApplicationHA
ビューから実行される各種操作に関連するログが含まれています。
操作ログは <%vcs_home%>log¥AppControlOperations_A.log にあります。
ここで、<%vcs_home%> は ApplicationHA のゲストコンポーネントのインストール時
に、通常 C:¥Program Files¥Veritas¥Cluster Server に設定されます。
Symantec ApplicationHA 設定ウィザードも、ウィザードの実行中のみ利用できるロ
グをメモリ内で保持します。これらのログはセッション単位で保持されます。メモリ内ロ
グはウィザードの終了後にパージされます。これらのログはファイルやディレクトリに格
納されません。

■

構成設定のログ記録
アプリケーション監視の構成設定に関連する変更は、次の場所にある別のログに記
録されます。
<%vcs_home%>log¥AppControlSettings_A.log.
ここで、<%vcs_home%> は ApplicationHA のゲストコンポーネントのインストール時
に、通常 C:¥Program Files¥Veritas¥Cluster Server に設定されます。
これらの設定は ApplicationHA ビューの［Settings］リンクからアクセスできます。

■

ApplicationHA ビューのログ記録
ApplicationHA ビューも、ビューから実行される操作のメモリ内ログを保持します。こ
れらのログはログウィンドウが開いている間のみ利用可能です。現在のログを表示す
るには、ApplicationHA ビューの右側にある［View Logs］リンクをクリックします。ウィ
ンドウはビュー内に表示されます。このウィンドウには、実行された操作の詳細が表示
されます。

Symantec ApplicationHA プラグイン登録エラー
ApplicationHA Console のアンインストール時に、Symantec ApplicationHA プラグイ
ンの登録解除が失敗することがあります。
解決策: PluginMgmt.bat ユーティリティを使って、プラグインを登録解除します。
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PluginMgmt.bat ユーティリティでプラグインの登録解除に失敗した場合、次の手順を実
行して、vCenter Server から手動でプラグインを削除します。

1

Web ブラウザを開き、次の URL を使用して、vCenter Server Managed Object
Browser（MOB）にログオンします。
https://vCenter Server IP またはホスト名/mob

ここで、<vCenter Server IP またはホスト名> は ApplicationHA プラグインが登録
されている vCenter Server の IP アドレスまたはシステム名です。
VMware Web Service でデフォルトのポート 443 を使用しない場合、次の URL を
指定します。
https://vCenter Server IP またはホスト名: ポート番号/mob

2

プロンプトが表示されたら、vCenter Server の登録解除拡張権限を持つユーザー
の信用証明を指定します。

3

認証に成功したら、ブラウザのアドレスバーに次の URL を入力します。
https://<vCenter Server の IP またはホスト名>/mob/?moid=ExtensionManager

これにより、vCenter Server Extension Manager が開きます。
ApplicationHA プラグインが登録されている場合、［Properties］テーブルに次の
エントリが表示されます。
extensionList["com.symantec.applicationha"]

4

［Methods］テーブルで、［UnregisterExtension］をクリックします。
これにより、独立したブラウザウィンドウで、UnregisterExtension メソッドが起動し
ます。

5

［UnregisterExtension］ウィンドウで、extensionKey 値フィールドに、次を入力し
ます。
com.symantec.applicationha

6

［Invoke Method］をクリックします。
これにより、vCenter Server から ApplicationHA プラグインが登録解除されます。
vCenter Server Extension Manager の［Properties］テーブルから、ApplicationHA
プラグインエントリが消去されていることを確認します。
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vCenter Server Plug-in Manager で使用可能な
Symantec ApplicationHA プラグインが「無効」である
この問題は通常、vCenter Server が、ApplicationHA Console と vCenter Server 間
にシングルサインオンを設定する間に使われた ApplicationHA Console IP にアクセス
できない場合に発生します。プラグインが無効になるため、［ApplicationHA］タブとダッ
シュボードが使用できなくなります。
解決策
この問題を解決するには、次の手順を実行します。

1

PluginMgmt.bat ユーティリティを使って、プラグインを登録解除してから、再びそ
れを登録します。
プラグインを再び登録している間、vCenter Server からネットワーク経由でアクセス
可能な Console Server IP アドレスを指定します。

2

Console Server で、次のコマンドを実行し、次に Symantec ApplicationHA Service
を再起動します。
"c:¥Program Files¥Veritas¥VRTSsfmh¥bin¥perl.exe" "c:¥Program
Files¥Veritas¥ApplicationHA¥bin¥create_cert.pl"
AppHAConsoleIP=ConsoleIP

ConsoleIP はプラグインを再び登録している間に指定した IP アドレスです。

［Symantec ApplicationHA］タブにアプリケーション監視
の状態が表示されない
vSphere Client コンソールの［Symantec ApplicationHA］タブに、HTTP 404 Not
Found エラーが表示される、またはアプリケーションの健全性状態がまったく表示されな
いことがあります。
次の条件を確認し、vSphere Client コンソールの［ApplicationHA］タブを更新します。
■

ApplicationHA Console ホストが動作していて、ネットワーク経由でアクセス可能で
あることを確認します。

■

VMware Web Service が vCenter Server で動作していることを確認します。

■

VMware Tools Service がゲスト仮想マシンで動作していることを確認します。

■

ApplicationHA Console と仮想マシンで Storage Foundation Messaging Service
（xprtld プロセス）が動作していることを確認します。
停止している場合は、コマンドプロンプトに次のコマンドを入力します。
net start xprtld

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
［Symantec ApplicationHA］タブに、「Unable to retrieve the status of this 仮想マシン"」エラーが表示されます。

■

ポート 14152、14153、5634 がファイアウォールによって遮断されていないことを確
認します。

■

vSphere Client からログアウトし、再びログインします。次に、Symantec
ApplicationHA プラグインがインストールされ、有効にされていることを確認します。

［Symantec ApplicationHA］タブに、「Unable to retrieve
the status of this 仮想マシン"」エラーが表示されます。
vSphere Client コンソールの［Symantec ApplicationHA］タブに次のエラーが表示さ
れることがあります。
Unable to retrieve the status of this virtual machine.Please verify
the following:
■ VMware Tools is installed
■ Symantec ApplicationHA is installed and the required services are

running
■ The machine is switched on, has a valid IP address, and is

accessible over the network
■ The required ports are not blocked by a firewall

次の条件を確認し、vSphere Client コンソールの［ApplicationHA］タブを更新します。
■

ApplicationHA Console ホストが動作していて、ネットワーク経由でアクセス可能で
あることを確認します。

■

ApplicationHA Console ホストで Symantec ApplicationHA サービスが実行中で
あることを確認します。

■

vCenter Server が実行中で、ネットワーク経由でアクセス可能であることを確認しま
す。

■

VMware Tools Service がゲスト仮想マシンで動作していることを確認します。

■

ゲスト仮想マシンと ApplicationHA Console で Veritas Storage Foundation
Messaging Service が動作していることを確認します。
停止している場合は、コマンドプロンプトに次のコマンドを入力します。
net start xprtld

■

VMware Web Service が vCenter Server で動作していることを確認します。

■

ポート 14152、14153、5634 がファイアウォールによって遮断されていないことを確
認します。

■

ApplicationHA プラグインを登録する前に設定された VMware Web Service ポー
トがまだ使われていることを確認します。
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［Symantec ApplicationHA］タブに「Failed to retrieve status」ポップアップメッセージが表示される

Web サービスポートが変更されている場合は、vCenter Server の ApplicationHA
プラグインの登録を解除して、登録し直します。
p.66 の 「PluginMgmt.bat ユーティリティを使ったプラグイン登録の管理」 を参照し
てください。

［Symantec ApplicationHA］タブに「Failed to retrieve
status」ポップアップメッセージが表示される
vSphere Client コンソールの［Symantec ApplicationHA］タブで、ポップアップウィンド
ウに次のエラーが表示されることがあります。
Failed to retrieve status.
Please ensure the machine is powered on and required services are running.

このエラーは、アプリケーション監視環境で、Symantec ApplicationHA Console を再
インストールするか、修復した場合に発生することがあります。
次の処理を実行します。
■

仮想マシンの電源が入っており、ネットワーク経由でアクセス可能であることを確認し
ます。

■

仮想マシンで Veritas Storage Foundation Messaging Service（xprtld）が実行中
であることを確認します。

■

［ApplicationHA］タブを閉じ、再び開きます。
vSphere Client で、別の仮想マシンをクリックし、次にもとの仮想マシンを再びクリッ
クして、［ApplicationHA］タブをクリックするか、または vSphere Client を終了し、再
び起動します。
ApplicationHA ビューに、仮想マシンに設定されたアプリケーションの状態が表示さ
れます。

Symantec ApplicationHA 設定ウィザードが空白で表示
される
Symantec ApplicationHA 設定ウィザードが、ウィザードパネルの表示に失敗すること
があります。ウィンドウは空白に見えることがあります。
ApplicationHA Console ホストで Symantec ApplicationHA サービスが実行している
ことを確認し、ウィザードを再起動します。

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
ApplicationHA Console ホストが完全に使用できなくなる

ApplicationHA Console ホストが完全に使用できなくな
る
サーバーのクラッシュのため、またはまったく新しいサーバーに Console を設定するため
に、Symantec ApplicationHA Console ホストが使用できなくなった場合、新しい
ApplicationHA Console ホストを起動して、実行する前に行う必要がある一連の手順が
あります。
次の手順を実行します。

1

2

vCenter Server の ApplicationHA プラグインの登録を解除します。
■

既存の ApplicationHA Console ホストがまだ使用できる場合は、操作に
pluginmgmt.bat ユーティリティを使います。
p.66 の 「PluginMgmt.bat ユーティリティを使ったプラグイン登録の管理」 を参
照してください。

■

既存の ApplicationHA Console ホストが失われている場合は、操作を手動で
実行します。
p.72 の 「Symantec ApplicationHA プラグイン登録エラー」 を参照してくださ
い。

新しいサーバーに ApplicationHA Console をインストールします。
詳しくは『Symantec™ ApplicationHA インストール/アップグレードガイド』を参照し
てください。

3

vSphere Client を終了し、再起動して、アプリケーション監視を設定した仮想マシ
ンを管理する vCenter Server にログオンします。

4

vSphere Client の［Inventory］ペインから、アプリケーション監視を設定した仮想
マシンをクリックし、［ApplicationHA］タブを選択して、新しい Console ホストに仮想
マシンの管理者アカウントを設定します。
p.19 の 「仮想マシンと ApplicationHA Console 間のシングルサインオンの設定」
を参照してください。

5

アプリケーション監視を設定したすべての仮想マシンについて、手順 4 を繰り返しま
す。
ApplicationHA タブに、仮想マシンに設定されたアプリケーションの状態が表示さ
れます。

6

必要に応じて、vCenter Server ユーザーの Symantec ApplicationHA ユーザー
権限を設定します。
p.22 の 「Symantec ApplicationHA アクセス制御の設定」 を参照してください。
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アプリケーション監視のリカバリ手順が Error: 5 で失敗
する
サイトのリカバリ後、VMware リカバリ状態レポートに、アプリケーション監視のリカバリ手
順に関する次のエラーが表示されることがあります。
Error: User designed callout Command : has failed to execute
....Error:5

サイトのリカバリ後、監視対象のアプリケーションが次のいずれかの状態で存在している
場合に、アプリケーション監視のリカバリ手順でこのエラーが表示されます。
■

Offline

■

Partially online

■

Faulted

回避策:
詳しくは、「AppStatusSRM_A.log」ファイルを確認してください。このファイルは SRM
Server の次の場所にあります。
Windows Server 2003:
C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application Data¥
Symantec¥ApplicationHA¥SRM¥Logs

Windows Server 2008 および 2008 R2:
C:¥ProgramData¥Symantec¥ApplicationHA¥SRM¥Logs

アプリケーション監視のリカバリ手順が「non-zero value:
5」エラーで失敗する
テストリカバリ後、VMware テストリカバリ状態レポートに、アプリケーション監視のリカバリ
手順に関する次のエラーが表示されることがあります。
Error: User designed callout
'"C:¥WINDOWS¥system32¥cmd.exe" /C
"C:¥Program Files¥Veritas¥ApplicationHA¥SRM¥
bin¥getAppStatus.bat" <VirtualMachine_IP>' has returned
a non-zero value: 5.

SRM Server にある AppStatusSRM_A.log ファイルには次の詳細が表示されます。
[forbidden & Application status could not be determined because
authorization failed]

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
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このエラーは通常 SRM Server の ApplicationHA クレデンシャルが破損している場合
に発生します。
回避策:
次の手順を実行します。

1

仮想マシンで、services.msc を実行し、Veritas Storage Foundation Messaging
Service サービスを停止します。

2

次のパスに移動します。
C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application
Data¥Symantec¥VRTSsfmh¥sec¥

3

systemprofile フォルダを削除します。

4

Veritas Storage Foundation Messaging Service サービスを開始します。

5

保護されたサイトの仮想マシンと保護されたサイトの ApplicationHA Console 間の
シングルサインオンを再設定します。

6

保護されたサイトの仮想マシンとリカバリサイトの ApplicationHA Console 間のシン
グルサインオンを再設定します。

7

テストリカバリプランを実行します。

VMware vCenter Server が完全に使用できなくなる
サーバーのクラッシュのため、またはまったく新しいサーバーを設定するために、VMware
vCenter Server が使用できなくなった場合、次の手順を実行して、アプリケーション監視
環境に新しいサーバーを設定します。

1

新しい vCenter Server を作成します。手順については VMware のマニュアルを参
照してください。
Symantec ApplicationHA は VMware vCenter バージョン 4.1 以降をサポートし
ます。

2

作成した新しい vCenter Server にすべての VMware ESX システムを移動します。
手順については VMware のマニュアルを参照してください。

3

vCenter Server に ApplicationHA プラグインを登録します。
p.66 の 「PluginMgmt.bat ユーティリティを使ったプラグイン登録の管理」 を参照し
てください。

4

vSphere Client を終了し、それを再起動して、すべての ESX システムを移動した新
しい vCenter Server にログオンします。
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VMware HA がクラスタレベルで無効にされていても仮想マシンを再起動する

5

vSphere Client の［Inventory］ペインで、アプリケーション監視を設定した仮想マ
シンをクリックし、［ApplicationHA］タブを選択して、設定されたアプリケーションの
状態を表示します。

6

必要に応じて、vCenter Server ユーザーの Symantec ApplicationHA ユーザー
権限を設定します。
p.22 の 「Symantec ApplicationHA アクセス制御の設定」 を参照してください。

VMware HA がクラスタレベルで無効にされていても仮
想マシンを再起動する
VMware HA を無効にすると、VMware HA は、仮想マシンからのハートビートが失われ
た場合に対処しません。場合によっては、VMware HA が VMware クラスタレベルで無
効になっている場合でも、VMware HA は仮想マシンを再起動します。
回避策:
これは VMware HA の設定が正しくない場合に発生する可能性があります。VMware
HA を完全に無効にするには、vSphere Client から［VM Monitoring］と［Turn On
VMware HA］の 2 つの設定を無効にする必要があります。
p.21 の 「クラスタレベルでの VMware HA の無効化」 を参照してください。
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