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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 のコンポーネントのセットアップ

■

Symantec ApplicationHA ユーザー権限

■

Symantec ApplicationHA エージェント

■

Symantec ApplicationHA のライセンスについて

Symantec ApplicationHA とは
Symantec ApplicationHA はKVM仮想化環境のゲスト仮想マシン内で実行しているア
プリケーションの監視機能を提供します。Symantec ApplicationHA は物理ホストの
Veritas™ Cluster Server（VCS）によって提供されるコア高可用性（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 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っています。ただし、Group Membership and Atomic Broadcast
（GAB）、Low Latency Transport（LLT）、Asynchronous Monitoring Framework
（AMF）、Veritas Fencing（VxFEN）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。
■

VCS との簡単で迅速な統合。
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■

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。

■

アプリケーションと、そのアプリケーションが実行している仮想マシンの高可用性。

■

次のような段階的なアプリケーション障害管理対応
■

アプリケーションの再起動

■

ApplicationHA 主導による仮想マシンの正常な内部リブート（ソフトリブート）

■

VCS 主導による仮想マシンの外部リブート（ハードリブート）

■

別の VCS ノードへの仮想マシンのフェールオーバー。

■

Veritas Operations Manager（VOM）コンソール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。

KVM 環境への ApplicationHA の配備方法
カーネルベースの仮想マシン（KVM）は、AMD64 および Intel64 ハードウェア上の Linux
の完全な仮想化ソリューションです。KVM は、単一の物理ホストに複数の仮想マシンを
作成し、管理することを可能にします。
KVM の仮想化環境では、ApplicationHA は仮想マシンで動作するアプリケーションの
高可用性を提供します。Veritas Cluster Server（VCS）は、物理ホストで動作する仮想
マシンの高可用性を提供します。
次の図は、ApplicationHA と VCS が典型的な KVM 仮想化環境にどのように配備され
るかを示しています。
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ApplicationHA は仮想マシンにインストールされ、仮想マシン上で動作する設定された
アプリケーションに高可用性を提供します。VCS は、Storage Foundation Cluster File
Server High Availability（SFCFSHA）スタックインストールの一部として物理ホストにイ
ンストールされます。VCS は設定されたアプリケーションが動作する仮想マシンに高可用
性を提供します。
仮想マシンのアプリケーション対応監視を実現するには、ApplicationHA の VCS サポー
トを有効にする必要があります。
p.26 の 「ApplicationHA の VCS サポートの有効化」 を参照してください。
VCS を有効にして ApplicationHA をサポートすると、監視される仮想マシンと VCS ノー
ド（物理ホスト）の間にプライベート VLAN が作成されます。プライベート VLAN は、物理
ホストの VCS と仮想マシンの ApplicationHA の間のハートビート通信を促進します。
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Veritas Operations Manager（VOM）は、ApplicationHA でのアプリケーション監視を
管理するための中央管理コンソール（GUI）を提供します。
VCS が仮想マシンの高可用性をどのように監視するか詳しくは、『Storage Foundation
and High Availability Solutions 仮想化ガイド Linux』を参照してください。

Symantec ApplicationHA と VCS との連携のしくみ
仮想マシンにインストールされた Symantec ApplicationHA は、物理ホストにインストー
ルされた VCS と直接通信します。Symantec ApplicationHA はハートビートの形で VCS
にアプリケーションの健全性状態を伝えます。VCS は、指定されている間隔で特定の仮
想マシンからハートビートを受信しなければ、その仮想マシンを再起動するか、または別
の物理ホストにフェールオーバーします。
Veritas Operations Manager（VOM）を使って、仮想マシンでのアプリケーションの実
行を監視できます。VOM の ApplicationHA アドオンは［ApplicationHA］タブを VOM
に統合します。
［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。このタブ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、
［ApplicationHA］タブ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、Oracle が監視対象に設定されている[ApplicationHA]タブを示します。

Symantec ApplicationHA によるアプリケーション障害の検出方法
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
想マシンの内部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。詳細
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については、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仮
想マシン内に自動的に設定されます。Heartbeat エージェントは物理ホストの VCS 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 VCS 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した場合、アプリケーション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、ApplicationHA は仮想マシンのリブートを試みます。仮想マシンが再起動した後で、
Symantec ApplicationHA 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。

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。

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。
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■

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。
Sybase 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 のコンポーネントのセットアッ
プ
KVM 仮想化環境での Symantec ApplicationHA のセットアップは、次のコンポーネン
トから構成されます。
■

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

■

「仮想化インフラでの VCS」

■

「VOM add-on for Symantec ApplicationHA Management」

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、仮想マシンで動作するアプリケーションの
状態を伝え、Veritas Operations Manager コンソールの［ApplicationHA］タブにそれ
を表示します。

仮想化インフラでの VCS
Veritas Cluster Server（VCS）は、Storage Foundation Cluster File System High
Availability（SFCFSHA）スタックインストールの一部として物理ホストにインストールされ
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ます。VCS は複数の物理ホストにインストールされて VCS クラスタを形成します。その結
果、VCS はそのような物理ホストで KVM 仮想化環境のインフラ層に高可用性を提供し
ます。VCS は主に ApplicationHA が設定されたアプリケーションを監視する仮想マシン
の高可用性を保証します。
ApplicationHA と VCS が KVM 仮想化環境に統合されるしくみについて詳しくは、
p.8 の 「 KVM 環境への ApplicationHA の配備方法」 を参照してください。
SFCFSHA のインストールの一部として VCS をインストールする方法について詳しくは、
『SFCFSHA インストールガイド』を参照してください。

VOM add-on for Symantec ApplicationHA Management
Veritas Operations Manager（VOM）Add-on for ApplicationHA Management は
VOM 管理サーバーにインストールされます。また、ApplicationHA でアプリケーション
を監視する仮想マシンを管理下ホストとして VOM に追加する必要もあります。
［ApplicationHA］タブがそれぞれ仮想マシンの VOM コンソールに表示され、KVM 環
境の ApplicationHA でアプリケーション監視を管理できます。

Symantec ApplicationHA ユーザー権限
Symantec ApplicationHA は、VOM コンソールを使って ApplicationHA を管理する
とき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を定義します。ロールを作成してロールに権限を割り
当てるか、または仮想化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 VOM 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。
VOM 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。

13

14

第 1 章 Symantec ApplicationHA の概要
Symantec ApplicationHA エージェント

■

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と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コンポー
ネントが失敗すれば、ApplicationHA は仮想マシンのアプリケーションとリソースを再起
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
NIC、IP、Mount のようなエージェントは Infrastructure エージェントとして分類され
ます。Infrastructure エージェントは、仮想マシンでの ApplicationHA のインストー
ルの一部として自動的にインストールされます。
Infrastructure エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 6.0 付属
エージェントリファレンスガイド（Linux）』を参照してください。

■

Application エージェント
Application エージェントは、Oracle などのサードパーティ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/agents
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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Symantec ApplicationHA のライセンスについて
Symantec ApplicationHA はライセンスされている製品です。Symantec ApplicationHA
のライセンスは ApplicationHA ゲストコンポーネントに適用可能で、使用しているサー
バーのオペレーティングシステムに基づきます。
評価ライセンスキーは製品に埋め込まれています。このライセンスキーは 2 カ月間のみ
有効です。ApplicationHA を初めてインストールする場合、埋め込まれたライセンスキー
を使うか、または永久ライセンスキーを入手し、製品のインストール中に同じキーを入力し
ます。
ApplicationHA ゲストコンポーネントがインストールされている 仮想マシン からライセン
スキーを追加するか、または表示できます。コマンドラインか ApplicationHA タブから、
ライセンスキーを追加できます。詳しくは、次を参照してください。
p.53 の 「ApplicationHA のライセンスの管理について」 を参照してください。
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2
VOM の操作
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Operations Manager について

■

VOM への仮想マシンと物理ホストの追加

■

［ApplicationHA］タブへのアクセス

■

VOM を使った Symantec ApplicationHA のアクセス制御の設定

Veritas Operations Manager について
Veritas Operations Manager（VOM）は、Veritas Storage Foundation および High
Availability 製品の単一の中央管理コンソールを提供します。VOM を使うと、ストレージ
リソースを監視、視覚化、管理し、それらについてのレポートを生成できます。VOM は管
理者が多様なデータセンター環境を集中的に管理できるようにします。
典型的な VOM の配備は、Management Server と管理下ホストで構成されます。管理
下ホストは、VOM がサポートする任意のプラットフォームで稼動する物理システムまたは
仮想システムです。
VOM Management Server のインストールについて詳しくは、『Veritas Operations
Manager インストールガイド』を参照してください。

VOM への仮想マシンと物理ホストの追加
Veritas Operations Manager（VOM）コンソールで特定の仮想マシン をクリックしたと
き、［ApplicationHA］タブが表示されるようにするには、仮想マシン を管理下ホストとし
て VOM に追加する必要があります。
また、必要な仮想マシンを実行する物理ホストも管理下ホストとして VOM に追加すること
を推奨します。この手順は、特にフェールオーバーが起きるときに、どの物理ホストかどの
仮想マシンで動作しているか判断するのを助けます。
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仮想マシン を VOM に追加するには

1

Veritas Operations Manager コンソールで、［Settings］、［Host Management］
の順に選択します。

2

［Actions］、［Add Host(s)］の順でクリックします。

3

［Add (Host)s］ページの適切なフィールドで、管理下ホストに設定する IP アドレス、
ユーザー名、パスワードを指定してください。

4

［Next］をクリックします。

メモ: 同じ手順を使って物理ホストを VOM に追加できます。

［ApplicationHA］タブへのアクセス
KVM 環境で動作している仮想マシン上のアプリケーションを管理するためには、Veritas
Operations Manager（VOM）コンソールの［ApplicationHA］タブにアクセスする必要が
あります。
［ApplicationHA］タブでは、次のような管理作業を実行できます。
■

アプリケーションを起動する

■

アプリケーションを停止する

■

アプリケーション監視を設定する

■

アプリケーション監視の設定を解除する

■

アプリケーションのハートビートを有効にする

■

アプリケーションのハートビートを無効にする

■

メンテナンスモードを開始する

■

メンテナンスモードを終了する

［ApplicationHA］タブにアクセスするには

1

Veritas Operations Manager コンソールで、［Manage］、［Servers］、［Hosts］の
順に選択します。

2

左ペインの［License］リストボックスで、［ApplicationHA］チェックボックスを選択し
ます。

3

右ペインで、管理操作を実行する仮想マシンをクリックします。

4

［ApplicationHA］タブをクリックします。
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VOM を使った Symantec ApplicationHA のアクセス制
御の設定
Veritas Operations Manager（VOM）のセキュリティまたはアクセス制御のモデルは、セ
キュリティグループに基づいています。セキュリティグループは、VOM において事前定義
済みのユーザーのロールを使って、ビジネスエンティティの中のユーザーグループの権
限を定義します。
たとえば、Unix ユーザーは Unix のセキュリティグループを形成でき、認証機構は UNIX
のパスワード認証です。
ビジネスエンティティは VOM でのオブジェクトのグループ化構造です。オブジェクトは管
理下ホストとして VOM に追加される物理システムまたは仮想システムです。ビジネスエ
ンティティを使うと、これらのオブジェクトは報告、警告、アクセス制御のような目的のため
にグループ化されます。
VOM では、ApplicationHA システムへのアクセス用に 3 つのロールが定義されていま
す。
■

Admin

■

Operator

■

Guest

各ロールのタスクと権限について詳しくは、
p.13 の 「Symantec ApplicationHA ユーザー権限」 を参照してください。
次のセクションでは、ユーザーにロールを割り当てる手順の概要を説明します。詳細な手
順と、セキュリティグループとビジネスエンティティについて詳しくは、『Veritas Operations
Manager 管理者ガイド』を参照してください。
ロールをユーザーに割り当てるには

1

1 つ以上の ApplicationHA システムでビジネスエンティティを作成します。

2

VOM ユーザーのセキュリティグループを作成します。
a. セキュリティグループの名前を指定してください。セキュリティグループの名前は、
ユーザーが属する VOM Management Server でのグループの名前と正確に一致
する必要があります。
b. 利用可能なロールのリストから、セキュリティグループのロールを選択してくださ
い。
c. ロールの範囲として［Selected Business Entities］を選択し、手順 1 で
ApplicationHA システムのために作成したビジネスエンティティを指定します。

ここで、手順 2 でセキュリティグループを設定したユーザーグループに属するユーザー
は、定義済みのロールで ApplicationHA システムにアクセスできます。
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3
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

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、仮想化環境で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、Veritas Operations Manager（VOM）の
［ApplicationHA］タブの［Configure Application Monitoring］をクリックすると起動
されます。

■

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。
VOM または 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。
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■

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。

■

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、VOM またはコマンドライン
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 コマンドまたは VOM 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再起動を試みます。コンポーネントが起動しない場
合、ApplicationHA はオペレーティングシステムを再ブートします。アプリケーション
がまだ起動しない場合、ApplicationHA は VCS と通信して、修正アクションを実行
します。次に、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。
■

Veritas Operations Manager（VOM）管理サーバーをインストールし、VOM 管理
サーバーに VOM add-on for ApplicationHA Management をインストールしてあ
ることを確認します。
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

■

必要な仮想マシンに Symantec ApplicationHA をインストールしてあることを確認し
ます。
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手順については、『Symantec ApplicationHA インストールガイド』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。

■

Veritas Operations Manager の適切なユーザー権限があることを確認します。

■

アプリケーションを監視したい仮想マシンが VOM に管理下ホストとして追加されてい
ることを確認します。

■

ApplicationHA Application Monitoring Configuration Wizard に、仮想マシン
でのアプリケーションのログオン、設定、管理のための管理クレデンシャルが仮想マ
シンにあることを確認します。

■

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、VOM 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
ルガイド』を参照してください。
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4
ApplicationHA の VCS サ
ポートの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

ApplicationHA の VCS サポートについて

■

ApplicationHA の VCS サポートの有効化

■

VCS ノードでの仮想マシン の自動登録について

■

カスタム値を使った ApplicationHA の VCS サポートの設定

■

デフォルト値を使った ApplicationHA の VCS サポートの設定

■

応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポートの設定

■

ApplicationHA 用の VCS の設定

■

ApplicationHA 用の VCS 設定の無効化

ApplicationHA の VCS サポートについて
仮想化インフラ層に Veritas Cluster Server（VCS）をインストールし、VCS で
ApplicationHA のサポートを有効にすれば、VCS を使って仮想マシン のアプリケーショ
ン対応監視を管理できます。
仮想マシン のアプリケーション対応監視の一部として、VCS は ApplicationHA によって
判断されるアプリケーション健全性状態に基づいて次の処理を実行します。
1.

ApplicationHA で監視するように設定されているアプリケーションで障害が発生し
た場合、VCS は仮想マシン を再起動します。ApplicationHA がアプリケーションを
再起動して、または仮想マシン の正常な内部再起動（ソフトリブート）を開始して、ア
プリケーションをオンラインに戻すことができない場合にのみ、VCS は仮想マシン を
再起動します。
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2.

VCS は同じ VCS クラスタの別のノードに 仮想マシン をフェールオーバーします。
VCS は仮想マシン を再起動しても障害の起きたアプリケーションをオンラインに戻
せない場合にのみ、仮想マシン をフェールオーバーします。フェールオーバーが
成功するためには、フェールオーバー元ノードとフェールオーバー先ノードの両方
が、ストレージ領域とネットワーク接続に関する特定の必要条件を満たしている必要
があります。仮想マシンのアプリケーション対応監視に関する権限、ポート、ファイア
ウォール設定について詳しくは、『Symantec ApplicationHA インストールガイド』を
参照してください。

3.

VCS は、同じ VCS クラスタ内の別のノードへの仮想マシン のライブ移行をサポート
します。VCS はそのような移行の間には障害管理の処理を開始しません。

ApplicationHA の VCS サポートの有効化
Veritas Cluster Server（VCS）のクラスタ化機能を利用して ApplicationHA をサポート
するには、各 VCS ノード（物理ホスト）で enable_applicationha スクリプトを実行する必
要があります。
このスクリプトは、VCS ノードと各仮想マシン の間にプライベートネットワークをセットアッ
プします。このプライベートネットワークを使って、ApplicationHA は VCS クラスタにアプ
リケーション障害の状態を伝えます。
また、このスクリプトを使って、VCS クラスタの自動登録機能をアクティブ化することもでき
ます。自動登録機能について詳しくは、
p.27 の 「VCS ノードでの仮想マシン の自動登録について」 を参照してください。
メモ: p.8 の 「 KVM 環境への ApplicationHA の配備方法」 を参照してください。 ま
た、VCS が KVM 環境にどのように配備されるか理解するには、『Veritas Storage
Foundation and High Availability Solutions 仮想化ガイド Linux』を読む必要があり
ます。
次の方法の 1 つを使って、ApplicationHA の VCS サポートを設定できます。
■

ApplicationHA の VCS サポートの設定
p.27 の 「カスタム値を使った ApplicationHA の VCS サポートの設定」 を参照してく
ださい。

■

ApplicationHA の VCS サポートの自動設定
p.29 の 「デフォルト値を使った ApplicationHA の VCS サポートの設定」 を参照し
てください。

■

応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポートの設定
p.30 の 「応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポートの設定」 を参照し
てください。
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VCS ノードでの仮想マシン の自動登録について
KVM 仮想化技術では、自動登録機能により、VCS ノード（物理ホスト）と ApplicationHA
が設定されているすべての仮想マシン の間の通信が自動的に設定されます。また、自
動登録では、VCS が仮想マシン を監視するように VCS リソース（KVMGuest リソース）も
セットアップされます。これらの手順により、VCS は、仮想マシン の開始、停止、フェール
オーバーのようなアプリケーション対応の管理アクションを実行できるようになります。
メモ: 自動登録を有効にすることは省略可能な手順です。自動登録を有効にする前に、
プライベート VLAN を設定してください。
KVM 環境では、DHCP オプションまたは VirtIO チャネルを指定して、自動登録機能を
有効にできます。
次の表では 2 つのオプションの優位性を比較します。
DHCP

VirtIO

自動登録に仮想マシンのリブートが必要ありま
せん

自動登録に仮想マシンのリブートが必要です

DHCP サーバーが 物理ホスト で実行している必 新しいインフラは必要ありません
要があります
仮想マシンのゲスト名がホスト名と異なっている 仮想マシンのゲスト名がホスト名と異なっている
場合、動作しない可能性があります
場合でも動作します
1 つの物理ホストでサポートできる仮想マシンは 1 つの物理ホストで 254 X 254 個の仮想マシン
254 個だけです
をサポートできます
enable_appHA スクリプトは VCS が DHCP プロ VirtIO モードではそのような監視は必要ありま
セスを監視するためのリソースを作成します。
せん。

カスタム値を使った ApplicationHA の VCS サポートの
設定
ApplicationHA をサポートするように手動で VCS を設定するには:

1

次の場所にナビゲートし、enable_applicationha スクリプトを実行します。
/opt/VRTSvcs/bin/utils

2

メッセージが表示されたら、次のプライベート VLAN 設定パラメータのいくつかの値
を指定してください。次のパラメータのいくつかは自動的にデフォルト値に設定され
ていることがあります。
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次の表では各パラメータとその説明を示します。
プライベート VLAN 設定パ 説明
ラメータ
プライベート VLAN ID

仮想マシンと VCS ノード（物理ホスト）の間のプライベート通
信を区別するための一意の ID を指定します。この ID によ
り、指定されたプライベートネットワーク上の通信が、仮想マ
シンと VCS ノードを接続するパブリックネットワークから干渉
または認識されないことが保証されます。
プライベート VLAN ID は 2 ～ 4094 間で指定できます。
デフォルト値は 123 です。

物理ホスト/フレーム上の物理 プライベート VLAN が VCS ノード（物理ホスト）と仮想マシン
NIC
の間の通信に使う NIC を指定します。
物理ホスト上のパブリックの NIC でも指定できます。
次のものとして使われる NIC は指定できません。
■

LLT ハートビートインターフェース

■

ループバックインターフェース

■

ブリッジインターフェース

Virtual machine

プライベート VLAN に追加する必要がある仮想マシン を指
定します。スクリプトでは VLAN に追加されていないすべて
の仮想マシン がリストされます。リストに載っている仮想マシ
ン のすべてまたは一部を指定できます。仮想マシン を指定
すると、スクリプトはプライベート VLAN で通信するための仮
想マシン の仮想インターフェースを作成します。

ネットワーク

仮想インターフェースがプライベート VLAN のために使う必
要があるネットワークを指定します。次の形式でネットワーク
を指定してください。
X.Y.0.0
a と b の値は 1 ～ 254 の範囲です。 物理ホスト/フレームに
よってすでに使われているネットワークは指定できません。
デフォルトのネットワークは 192.168.0.0 です
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3

4

適切なプロンプトで、自動登録を有効にするオプションを受け入れます。
自動登録モード

説明

DHCP

物理ホストは DHCP サーバーとして動作し、プライベートネッ
トワークに接続された仮想マシン に IP アドレスを割り当てま
す。ApplicationHA でのアプリケーション監視用に設定され
た各仮想マシン は、そのような IP アドレスを DHCP サーバー
に要求します。

VirtIO

これは KVM 仮想化環境でのネーティブ通信チャネルです。
DHCP が利用可能でなければこのオプションを指定してくだ
さい。VirtIO モードを選択した場合、設定を反映するために
仮想マシン を再起動してください。

設定をトラブルシューティングするためには、次のログファイルを参照してください。
/var/VRTSvcs/log/applicationha_utils.log

デフォルト値を使った ApplicationHA の VCS サポートの
設定
ApplicationHA の VCS サポートを設定するとき、すべての設定パラメータにデフォルト
値を設定する場合は、enable_applicationha スクリプトの自動設定オプションを使い
ます。
場合によっては、スクリプトはある特定の属性に値を指定するようメッセージを表示するこ
とがあります。
メモ: VCS クラスタがセキュリティで保護されている場合は、クレデンシャルファイル
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/ApplicationVM.cred をすべての設定済み仮想マシ
ンの /var/tmp/ ディレクトリに手動でコピーする必要があります。セキュリティの理由か
ら、スーパーユーザーのみがこのファイルにアクセスする権限があることを確認してくださ
い。
ApplicationHA の VCS サポートを自動設定するには

1

次の場所に移動します。
/opt/VRTSvcs/bin/utils/

2

次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -autoconfigure
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応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポート
の設定
enable_applicationha スクリプトは応答ファイルをサポートします。非対話型のアクティ

ビティとしてスクリプトを使う場合は、応答ファイルでスクリプトのパラメータにカスタム値を
指定できます。
応答ファイルを使って ApplicationHA の VCS サポートを有効にするには:

1

変数を設定して応答ファイルを作成します。
詳しくは、次を参照してください。
p.30 の 「ApplicationHA の VCS サポートを有効にするための応答ファイルの変
数」 を参照してください。
p.32 の 「ApplicationHA の VCS サポートを設定するための応答ファイルのサンプ
ル」 を参照してください。

2

次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -responsefile file

file は、手順 1 で作成したファイルの名前です。

ApplicationHA の VCS サポートを有効にするための応答ファイルの変
数
表 4-1

インフラの変数

パラメータ

説明

CFG{SYSTEMS}

スクリプトを実行する必要がある VCS ノード（物理ホスト）を
指定します。ローカルノードのみ指定できます。

CFG{UPGRADE}

スクリプトが ApplicationHA の VCS サポートを有効にす
る必要があるかどうかを指定します。VCS サポートを有効
にするためには、値を 1 に設定してください。

CFG{VLANID}

VCS ノード（物理ホスト）と仮想マシン 間のプライベートネッ
トワークの一意の ID を指定します。

CFG{DHCPCONFIGFILE}

デフォルト以外のものがある場合は、VCS ノード（物理ホス
ト）上の DHCP サーバー設定ファイルを指定します。

CFG{USE_CURRENT_VLAN}

VCS ノードの既存の VLAN をプライベート VLAN に使うこ
とができるかどうかを指定します。

CFG{ NIC}

プライベート VLAN に使われる NIC を指定します。
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パラメータ

説明

CFG{NETWORK}

プライベート VLAN を使うときに必要なネットワーク名を指
定します。

CFG{USE_CURRENT_NETWORK}

現在 VCS ノード（物理ホスト）に設定されているネットワー
クを、仮想マシン でプライベート VLAN を作成するために
使う必要があるかどうかを指定します。

CFG{ AUTOREGISTRATION}

ApplicationHA の VCS サポートを有効にするときに、自
動登録オプションを使う必要があるかどうか（つまり、指定
されているすべての仮想マシン をデフォルト値で設定する
必要があるかどうか）を指定します。

CFG{AUTOREGISTRATION
_OPTION}

自動登録のモードを指定します。
DHCP モードの自動登録を指定するためには、値を 1 に
設定します。
VirtIO モードの自動登録を指定するためには、値を 2 に
設定します。
VirtIO モードと DHCP モードについて詳しくは、p.27 の
「VCS ノードでの仮想マシン の自動登録について」 を参
照してください。

CFG{DHCPCONFIGFILE}

DHCP 設定ファイルの場所を指定します。DHCP モードの
自動登録を指定する場合は、応答ファイルでこのパラメー
タを使います。
DHCP ファイルのデフォルトの場所は次のとおりです。
/etc/dhcp/dhcpd.conf
VCS ノード（物理ホスト）の現在の ApplicationHA ネット
ワーク設定をロールバックします。以前に設定されている
すべての仮想マシンもまた、プライベート VLAN から削除
されます。

CFG{ RESET}

表 4-2

仮想マシンの変数

パラメータ

説明

CFG{ACTIVATE_VLAN_ALL}

すべての仮想マシン をプライベートネットワーク
に追加する必要があるかどうかを指定します。プ
ライベートネットワークにすべての仮想マシン を
追加するためには、このパラメータ値を 1 に設定
してください。
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パラメータ

説明

CFG{ACTIVATE_VLAN_GUESTS}

プライベートネットワークに追加する必要がある
仮想マシン を指定します。
仮想マシン の名前をスペース「 」で区切ったリス
トを使うことによって、複数の仮想マシン を指定
できます。

メモ: ACTIVATE_VLAN_ALL パラメータを 1
に設定する場合は、応答ファイルでこのパラメー
タを使わないでください。
CFG{REMOVE_VM_ALL}

すべての仮想マシン をプライベート VLAN から
削除する必要があるかどうかを指定します。プラ
イベート VLAN から仮想マシン を削除するため
には、このパラメータの値を 1 に設定してくださ
い。

CFG{REMOVE_VM_GUESTS}

プライベート VLAN から削除する必要がある仮
想マシン を指定します。仮想マシン の名前をス
ペース「 」で区切ったリストを使うことによって、複
数の仮想マシン を指定できます。

ApplicationHA の VCS サポートを設定するための応答ファイルのサンプ
ル
応答ファイルの変数とその定義を確認した後、応答ファイルを作成してください。
p.30 の 「ApplicationHA の VCS サポートを有効にするための応答ファイルの変数」 を
参照してください。
以下は応答ファイルのサンプルです。
our %CFG;
$CFG{SYSTEMS}="appvcs01";
$CFG{VLANID}="123";
$CFG{AUTOREGISTRATION}="1";
$CFG{ACTIVATE_VLAN_ALL}="1";
$CFG{NIC}="eth0";
$CFG{UPGRADE}="1";
$CFG{NETWORK}="192.168.0.0";
$CFG{AUTOREGISTRATION_OPTION}="1";
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ApplicationHA 用の VCS の設定
Configuring Veritas Cluster Server（VCS）を設定すると、VCS に指定したアクションを
実行させることができます。たとえば、仮想マシン が設定可能な時間間隔内にアプリケー
ションハートビートを送信しない場合、仮想マシン を再起動するといったアクションです。
VCS は KVM ゲストエージェントを通して 仮想マシン を監視します。仮想マシン のデフォ
ルトの監視頻度は 60 秒です。ハートビートエラーの場合のデフォルトの処理は、仮想マ
シン を再起動することです。そのような再起動試行の回数を設定できます。詳しくは、後
の表の RestartLimit 属性と ToleranceLimit 属性の説明を参照してください。
VCS の設定を行うには
メモ: この手順で設定する値は、物理ホストで実行するすべての仮想マシンに適用されま
す。

1

Veritas Operations Manager（VOM）コンソールで、［Manage］、［Server］、［Hosts］
の順に選択します。

2

右ペインで、監視の設定を行う VCS ノードのホスト名/IP アドレスをクリックします。

3

［Service Groups］タブで、KVM リソースを含むサービスグループの名前をクリック
します。
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4

仮想マシンの再起動の設定を変更するためには、次の手順を実行してください。
a. ［Resources］タブで、仮想マシンリソースのリソース名をクリックします。
b. ［All attributes］タブで、次の属性を右クリックし、コンテキストメニューから、［Edit
Attribute］を選択します。

5

属性

説明

RestartLimit

仮想マシンを障害発生と宣言し、設定されて
いる次の修正アクションを実行する前に、VCS
が仮想マシンの再起動を試みる回数を指定
します。

仮想マシンの監視の設定を変更するためには、次の手順を実行してください。
a. ［Resources］タブで、リソースの［Type］（つまり KVMGuest）をクリックします。
b. ［All attributes］タブで、編集する属性を右クリックし、コンテキストメニューから、
［Edit Attribute］を選択して、次の属性の設定を変更します。
属性

説明

MonitorInterval

現在の状態がオンラインの場合に、VCS 仮想化エージェント
が仮想マシンの状態を確認する間隔の秒数を指定します。

OfflineMonitorInterval

現在の状態がオフライン/障害発生の場合に、VCS 仮想化エー
ジェントが仮想マシンの状態を確認する間隔の秒数を指定し
ます。

ToleranceLimit

ハートビート障害の後、仮想マシンのオフラインを宣言する前
に、VCS が仮想マシンからのハートビートの再開を待つ必要
がある監視間隔の数を指定します。

OnlineRetryLimit

開始しない仮想マシンの再起動を VCS 仮想化エージェントが
試す回数を指定します。デフォルト値は 0 です。

OnlineWaitLimit

起動後、障害として報告する前に、仮想マシンがオンラインに
なるのを VCS が待機する監視間隔の数を指定します。

ApplicationHA 用の VCS 設定の無効化
ハートビート障害の場合に Veritas Cluster Server（VCS）が仮想マシンを再起動しない
ようにする必要がある場合は、VCS の設定を無効にできます。
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VCS の設定を無効にするには

1

Veritas Operations Manager（VOM）コンソールで、［Manage］、［Servers］、
［Hosts］の順に選択します。

2

監視の設定を行う VCS ノードのホスト名/IP アドレスをクリックします。

3

［Service Groups］タブで、KVM リソースを含むサービスグループの名前をクリック
します。

4

［All attributes］ページで、［ManageFaults］属性を右クリックし、コンテキストメニュー
から、［Edit Attribute］を選択します。

5

属性の値を［None］に設定します。
属性

説明

ManageFaults

仮想マシンが障害の場合に、VCS が仮想マ
シンを再起動することを可能にします。デフォ
ルト値の［ALL］は VCS の処理を有効にしま
す。値を［NONE］に設定すると、VCS の処理
を無効にできます。

35

36

第 4 章 ApplicationHA の VCS サポートの設定
ApplicationHA 用の VCS 設定の無効化

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。
■

仮想マシンの管理中の注意事項

■

［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 によって開始される仮想マシンの再起動について

仮想マシンの管理中の注意事項
KVM 環境では、仮想マシンの作成や別の物理ホストへの仮想マシンの移行など、さまざ
まな仮想マシン管理タスクを実行できます。
■

仮想マシンでの開始と停止操作のオーケストレーション

■

別の VCS ノード（物理ホスト）で仮想マシンを定義する機能

■

物理ホスト内の仮想マシンの高可用性

■

別の設定された物理ホストへのフェールオーバーによる仮想マシンの高可用性

■

別の設定された物理ホストへの仮想マシンの手動開始された移行の検出とサポート

［ApplicationHA］タブを使ったアプリケーション監視の管
理
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 Veritas
Operations Manager に統合されています。
［ApplicationHA］タブを使って、次のタスクを実行します。
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■

アプリケーション監視を設定または設定解除する

■

設定したアプリケーションを起動または停止する

■

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、Veritas Operations Manager コンソールを起
動し、アプリケーションを監視する 仮想マシン に移動します。詳しくは、p.18 の
「［ApplicationHA］タブへのアクセス」 を参照してください。
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
VOM コンソールの［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、Oracle の監視を設定した場合、［Description］には次の情報が表示されます。
Oracle Net Listener [Listener] is running.

［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。
Veritas Operations Manager コンソールの［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。
［Component Dependency］タブにアクセスするには次の手順を実行します。
■

VOM Client GUI の［ApplicationHA］タブで、［Component Dependency］をクリッ
クします。
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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 Oracle データベース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 Oracle 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、Oracle Net Listener、Oracle データベースが表示されています。
Oracle データベースが動作するには、Oracle Net Listener が動作中である必要があり
ます。

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。

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

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
VCS KVMGuest エージェントは、VCS が仮想マシンの可用性のために、プロキシとして
キャプチャするハートビート情報を使います。これにより、VCS はアプリケーションの障害
または仮想マシンの障害によって、ハートビートを送信する機能を失った各仮想マシンを
自動的に再起動できます。
［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 VCS 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 VCS 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すると、VCS は仮想マシンのアプリケーション
が失敗しても、仮想マシンを再起動しません。

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、
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
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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、VCS 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。
監視されているアプリケーションに変更を加えた場合、それらの変更がアプリケーショ
ン監視設定に反映されないことがあります。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
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。
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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、VCS 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 VCS 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、VCS に障害を通知します。VCS 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（VCSAppMonHBRes）の
DelayBeforeAppFault 属性が設定されます。
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、
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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コンポーネントが失敗した場合、
ApplicationHA は VCS にハートビートを送信することを停止します。その結果 VCS
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。
ApplicationHA はソフトリブートを開始する次のコマンドを使います:
# /sbin/reboot

ユーザーに進行中のソフト内部リブートについて伝えるブロードキャストメッセージを
表示するには、次の手順を実行します。
1. Veritas Operations Manager（VOM）コンソールで、［Manage］、［Server］、
［Hosts］の順に選択します。
2. 右ペインで、ソフトリブートコマンドを更新したい仮想マシンのホスト名または IP ア
ドレスをクリックします。
3. ［Service Groups］タブで、インフラのサービスグループ名、つまり
VCSAppMonHBSG をクリックします。
4. ［Resources］タブで、ハートビートリソース名、つまり VCSAppMonHBRes をクリッ
クします。
5. ［All attributes］タブで、次の属性を右クリックし、コンテキストメニューから、［Edit
Attribute］を選択します。
属性

説明

VMGracefulRebootCmd

ApplicationHA が仮想マシンのソフトリブートを実行するコ
マンドを指定します。

属性に次の値を設定すると、コンソールにカスタムメッセージ「ApplicationHA initiated
soft reboot」を表示できます。
/sbin/shutdown -r now ApplicationHA initiated soft reboot
■

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

第 5 章 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

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、VCS
に障害を伝えます。設定に応じて、VCS は 仮想マシン を再起動するか、またはフェー
ルオーバー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。

メモ: これらの属性値は VCS によるハードリスタートに、影響を受けません。設定は VCS
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

Veritas Operations Manager（VOM）コンソールを起動し、アプリケーション監視を
設定した仮想マシンに移動します。
VOM コンソールの移動について詳しくは、p.18 の 「［ApplicationHA］タブへのア
クセス」 を参照してください。 を参照してください。

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。

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い、仮想化イン
フラ層の VCS 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そのコンポー
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、設定に応じて、ApplicationHA は仮想マシンのソフトリ
ブートを開始します。ソフトリブート後、アプリケーションがオンラインにならない場合、
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ApplicationHA は VCS にハートビートを送信することを停止します。設定に応じて、イン
フラ層の VCS は仮想マシンのハードリスタートを実行します。
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

ソフトリブートまたはオペレーティングシステムによって制御された再起動は正常で、コン
ピュータで実行しているアプリケーションとツールを正常にシャットダウンできるため、重要
なアプリケーションの中断の可能性を減らすことができます。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層を提供します。
ApplicationHA による仮想マシンのソフトリブートは、デフォルトで無効であることに注意
してください。
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。
p.42 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 VCS HA への影響
ApplicationHA によって開始される再ブートは、仮想化インフラ層にインストールされた
VCS によって提供される高可用性とは関係なく動作します。インフラ層の VCS に置き換
わることを意図していません。それは実際に仮想マシンを再起動する前に、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性がある場合に役立ちます。
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、インフラ層の VCS を補完します。ApplicationHA によって開始される再ブー
トはインフラの層の VCS と共存できます。ApplicationHA によって開始される再ブートと
インフラ層の VCS 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、インフラ層の
VCS が仮想マシンを管理します。

6
ApplicationHA の VCS サ
ポートの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ApplicationHA の VCS サポートの管理について

■

アプリケーション対応の監視用の新しい仮想マシン の設定

■

仮想マシン のアプリケーション対応の監視の設定解除

■

仮想マシン の設定の詳細の表示

■

仮想マシン の接続の詳細の表示

■

物理ホスト をメンテナンスモードにする

ApplicationHA の VCS サポートの管理について
ApplicationHA の VCS サポートを有効にすると、VCS の機能は、障害が起きた仮想マ
シンの外部からのリブートや、VCS クラスタ内の別のノードへの障害が起きたマシンの
フェールオーバーまで拡張されます。
ApplicationHA の VCS サポートを有効にすると、ApplicationHA でのアプリケーション
監視用に設定されている仮想マシン は VCS に登録されます。登録の一部として、VCS
リソースが各仮想マシン に作成されます。リソースがすでに存在する場合（仮想マシン の
アプリケーション状態の不可知論的な監視のため）、VCS は同じリソースを使って
ApplicationHA のタスクを実行します。
VCS を使って次の管理タスクを実行し、設定されている仮想マシン を監視できます。
■

アプリケーション対応の監視用に新しい仮想マシン を設定する
p.48 の 「アプリケーション対応の監視用の新しい仮想マシン の設定」 を参照してく
ださい。
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■

仮想マシン のアプリケーション対応の監視を設定解除する
p.49 の 「仮想マシン のアプリケーション対応の監視の設定解除」 を参照してくださ
い。

■

仮想マシン の設定の詳細を表示する
p.50 の 「仮想マシン の設定の詳細の表示」 を参照してください。

■

仮想マシン の接続の詳細を表示する
p.51 の 「仮想マシン の接続の詳細の表示」 を参照してください。

■

物理ホスト をメンテナンスモードにする
p.52 の 「物理ホスト をメンテナンスモードにする」 を参照してください。

アプリケーション対応の監視用の新しい仮想マシン の設
定
既存の ApplicationHA の設定に新しい仮想マシン を追加する場合、新しい仮想マシ
ン は VCS によるアプリケーション対応の監視用として自動的には設定されません。設定
された仮想マシン と物理ホスト 間のプライベートネットワーク（VLAN）に、新しい仮想マ
シン を追加する必要があります。次のオプションを指定して enable_applicationha ス
クリプトを実行することによってそうできます。
メモ: アプリケーション対応の監視用に新しい仮想マシン を追加したクラスタの各 VCS
ノード（物理ホスト）で、次の手順を実行してください。
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仮想マシン のアプリケーション対応の監視の設定解除

新しい仮想マシンをプライベート VLAN に追加するには

1

新しく作成したすべての仮想マシン をアプリケーション対応の監視用に設定する場
合は、次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -addvm ALL

すべての新しく作成された仮想マシン を設定するための手順は完了です。
新しい仮想マシン の一部だけをクラスタに対して設定する場合は、次のコマンドを
実行します。
# enable_applicationha -addvm

2

表示される新しい仮想マシン のリストを確認し、次のコマンドを使って、アプリケー
ション対応の監視用に設定する仮想マシン のみの名前を指定します。
# enable_applicationha -addvm vm1 vm2 ...

vm1、vm2 は、VCS クラスタに追加する仮想マシン の名前です。
前記の手順のコマンドを実行すると、ApplicationHA での監視用に設定されている
仮想マシン がプライベート VLAN に自動的に登録されます。

仮想マシン のアプリケーション対応の監視の設定解除
特定の仮想マシン で保守アクティビティを実行する場合、VCS によるその仮想マシン の
アプリケーション対応の監視を中断したい場合もあります。これにより、保守アクティビティ
の間に VCS が障害管理の手順を実行することを防ぎます。
そのためには、設定された仮想マシン と VCS ノード（物理ホスト）の間のプライベート
VLAN から仮想マシン を削除します。
メモ: VCS による仮想マシン のアプリケーション対応の監視を中断するクラスタの各 VCS
ノード（物理ホスト）で、次の手順を実行してください。
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仮想マシン をプライベート VLAN から削除するには

1

プライベート VLAN からすべての登録済み仮想マシン を削除する場合は、次のコ
マンドを実行してください。
# enable_applicationha -delvm ALL

プライベート VLAN からすべての仮想マシン を削除する手順は完了です。VCS ク
ラスタから特定の仮想マシン を削除する場合は、次のコマンドを実行してください。
# enable_applicationha -delvm

2

表示されるプライベート VLAN に登録済みの仮想マシン のリストを確認し、プライ
ベート VLAN から削除する仮想マシン を指定します。
# enable_applicationha -delvm vm1 vm2

vm1、vm2 は、VCS によるアプリケーション対応の監視を中断する仮想マシン の名
前です。
前記の手順を使ってプライベート VLAN から削除した仮想マシン は、自動登録機
能でプライベート VLAN に自動的に登録されません。
そのような仮想マシン でアプリケーション対応の監視を再開する場合は、次のトピッ
クで記述されている手順を繰り返してください。
p.48 の 「アプリケーション対応の監視用の新しい仮想マシン の設定」 を参照してく
ださい。

仮想マシン の設定の詳細の表示
VCS ノード（物理ホスト）と関連付けられているさまざまな仮想マシン の、NIC や VLAN
ID といったインフラパラメータなどの設定の詳細を表示できます。
■

VCS ノード（物理ホスト）と関連付けられたすべての仮想マシン の設定の詳細を表示
するためには、次のコマンドを実行してください。
# enable_applicationha -status

またコマンドラインから特定の仮想マシン の設定の詳細を表示することもできます。出力
では状態が「Registered」または「Not Registered」と表示されます。「Registered」状態
は、その仮想マシン のアプリケーション対応監視用のインフラが作成されることを意味し
ます。ただし、仮想マシン は VCS ノード（物理ホスト）に接続済みではないことがありま
す。
■

選択した仮想マシン の登録の詳細を表示するためには、次のコマンドを実行してくだ
さい。
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# enable_applicationha -status vm1 vm2 ...

vm1、vm2 は、設定の詳細を表示する仮想マシン の名前です。

仮想マシン の接続の詳細の表示
VCS ノード（物理ホスト）からの仮想マシン の接続の詳細を表示できます。
■

仮想マシン の接続の状態を表示するためには、次のコマンドを実行してください。
# hasys -value VirtGuest ConnectionState

VirtGuest は仮想マシン のホスト名です。
仮想マシン のホスト名は、仮想マシン に対応する KVMGuest リソースの「CEInfo」の
属性に反映されます。この情報を手に入れるためには、次のコマンドを使ってくださ
い。
# hares -value virt_name CEInfo

virt_name は仮想マシン の名前です。出力では、重要な CESystem に対応する名
前は、仮想マシン のホスト名です。
次の表は各接続の状態値と説明をリストしたものです。

■

接続の状態

説明

CONNECTED

仮想マシン は物理ホスト に接続済みです。

NOT RESPONDING

仮想マシン は VCS クラスタへの応答を停止し
ました。VCS は障害管理の手順を実行しませ
ん。

DISCONNECTED

仮想マシン は VCS クラスタに接続されていま
せん。仮想マシン の以前の状態によっては、
VCS は障害管理の手順を実行します。

DISABLED

仮想マシン と物理ホスト 間の接続は無効で
す。VCS は仮想マシン のアプリケーション対
応の監視を実行しません。

仮想マシン が接続されている VCS ノード（物理ホスト）を調べるには、次のコマンドを
実行してください。常に、仮想マシン は 1 つの VCS ノードのみに接続されます。
# hasys -value VirtGuest ControllerNode

VirtGuest は仮想マシン のホスト名です。
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物理ホスト をメンテナンスモードにする
enable_applicationha スクリプトを使って、ApplicationHA をサポートするように設定

されている VCS ノード（物理ホスト）をメンテナンスモードにすることができます。
次のコマンドを使うことによってそうできます。
# enable_applicationha -reset

この設定手順により、スクリプトを実行する VCS ノードの ApplicationHA の設定がリセッ
トされます。VCS クラスタのすべてのノードを 1 つずつ、メンテナンスモードにすることが
できます。
最後のノードをメンテナンスモードにすると、IP アドレスや DHCP リソースのような
ApplicationHA のグローバルな設定もまた、VCS クラスタ全体で削除されます。
ただし、ApplicationHA は設定された仮想マシン でのアプリケーションの監視を続けま
す。

7
Symantec ApplicationHA ラ
イセンスの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ApplicationHA のライセンスの管理について

■

ApplicationHA タブによる ApplicationHA ライセンスの管理

ApplicationHA のライセンスの管理について
埋め込まれてる 2 か月間の評価版ライセンスキーの期限が切れたら、永久ライセンスキー
を追加できます。
ApplicationHA ゲストコンポーネントがインストールされている仮想マシンからライセンス
キーを追加するか、または表示できます。ライセンスを管理するには、次のいずれかの方
法を使います。
■

コマンドラインから、次のコマンドを実行してください。
既存のライセンスを表示する場合:
/opt/VRTS/bin/vxlicrep

新しいライセンスをインストールする場合:
/opt/VRTS/bin/vxlicinst
■

CPI インストーラを実行して ApplicationHA をインストールまたはアップグレードする
ときに、新しいライセンスキーを指定できます。

■

Veritas Operations Manager コンソールに接続し、ライセンスを更新する仮想マシ
ンを選択します。［ApplicationHA］タブを選択し、［Licenses］をクリックします。ロー
カル仮想マシンのライセンスを管理するには次のパスを使います。
p.54 の 「ApplicationHA タブによる ApplicationHA ライセンスの管理」 を参照して
ください。
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ApplicationHA タブによる ApplicationHA ライセンスの
管理
［ApplicationHA］タブから ApplicationHA ライセンスを管理するには、次の手順を実
行します。
ApplicationHA ライセンスを管理するには

1

Veritas Operations Manager に接続します。

2

Veritas Operations Manager コンソールで、［Manage］、［Servers］、［Hosts］の
順に選択します。

3

左ペインの［License］リストボックスで、［ApplicationHA］チェックボックスを選択し
ます。

4

右ペインで、管理操作を実行する仮想マシンをクリックします。

5

［ApplicationHA］タブをクリックし、次に［Licenses］をクリックします。

6

［License Management］パネルで、［Enter license key］テキストボックスに新しい
ライセンスキーを入力し、［Add］をクリックします。

7

［Close］をクリックします。

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。
■

ApplicationHA ビューのログ記録

■

［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「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

■

VCS が設定された仮想マシンを検出しない

■

仮想マシンが VCS クラスタと接続できない

■

仮想マシンが物理ホスト上の通信を失う

■

ApplicationHA で開始されたリブートがコンソールにメッセージをブロードキャストし
ない

■

すべてのシステムで KVMGuest グループに障害が発生する

■

ApplicationHA でアプリケーションの再起動が失敗する

■

仮想マシン のソフトリブートがトリガされない

■

仮想マシン のハードリブートがトリガされない

■

VCS が仮想マシン をフェールオーバーできない

■

監視を設定解除してもデフォルトのアプリケーション監視設定に戻らない

■

VCS はオンラインの仮想マシン をフェールオーバーすることがある
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■

仮想マシン でのアプリケーション対応の監視の設定解除が失敗する場合がある

■

ApplicationHA は障害が発生したアプリケーションを再起動しない

■

監視のために仮想マシンをプライベート VLAN に追加できない

■

仮想 IO チャネル制御デバイスを仮想マシンに追加できない

■

仮想マシンの移行が失敗する

■

「virsh」コマンドが物理ホストでハングする

■

登録されている仮想マシンの内部でネットワークインターフェースを認識できない

■

仮想マシン で断続的に「NOT RESPONDING」状態が表示される

■

仮想マシン が VCS ノードに接続できない

■

切断された仮想マシン がすぐに障害と表示されない

■

設定された 仮想マシン が VCS から切断されていると思われる

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
ApplicationHA 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操作ログが含まれていま
す。
操作ログは /var/VRTSvcs/log にあります。
例: /var/VRTSvcs/log/AppControlOperations_A.log
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。
/var/VRTSvcs/log

例: /var/VRTSvcs/log/AppControlSettings_A.log
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

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
［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

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］タブにアプリケーション監視
の状態が表示されない
Veritas Operations Manager（VOM）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、VOM コンソールの［ApplicationHA］タブを更新します。
■

ApplicationHA アドオンが VOM で設定されていることを確認してください。

■

仮想マシンで Veritas Storage Foundation Messaging Service（xprtld プロセス）
が実行中であることを確認します。
xprtld プロセスが実行中であることを確認するには、次のコマンドを実行します。
# /usr/bin/svcs svc:/system/xprtld:default

プロセスが停止している場合は、次のコマンドを実行します。
# svcadm enable svc:/system/xprtld:default
■

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。

■

VOM をログアウトしてから、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。
問題が解決しない場合、VOM コンソールで次の手順を実行します。
［Settings］、［Host Management］の順でクリックします。
監視状態を表示するホストを右クリックし、コンテキストメニューから、［Refresh Host(s)］
をクリックします。

［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
Veritas Operations Manager（VOM）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。
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Symantec ApplicationHA 設定ウィザードが空白で表示される

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。
VOM 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 VOM 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。
ウィザードを再起動する必要があります。

VCS が設定された仮想マシンを検出しない
仮想マシンにインストールされている ApplicationHA が仮想化インフラ層の基盤の VCS
と通信できないので、VCS は設定された仮想マシンを検出しません。
これは次の条件が同時に起きると発生します。
■

KVM 仮想化環境に ApplicationHA をインストールしてあります。

■

SELinux が仮想マシンで有効になっています。

（2483903）
回避策
仮想マシンで SELinux を無効にします。SELinux を無効にする方法について詳しくは、
Red Hat Linux Enterprise のマニュアルを参照してください。

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
仮想マシンが VCS クラスタと接続できない

仮想マシンが VCS クラスタと接続できない
KVM 環境では、仮想マシンがメンテナンスモードを終了すると、仮想マシンをサポートす
る VCS クラスタとの通信を再確立できません。（2566645）
回避策
仮想マシンがメンテナンスモードを終了した後、Veritas Operations Manager の
［ApplicationHA］タブで仮想マシンのハートビートを有効にしてください。詳しくは、次を
参照してください。
p.41 の 「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」 を参照してくださ
い。

仮想マシンが物理ホスト上の通信を失う
物理ホストで ApplicationHA の設定をリセットした場合、リセットが完了すると、仮想マシ
ンがオンラインになったときに、仮想マシンは VLAN で通信できません。コンピュータの
内部リブートを行っても通信チャネルはリストアしません。（2490026）
回避策
次のことを確認します。
■

ApplicationHA の設定をリセットする前に、仮想マシンが停止していること。

■

物理ホストから仮想マシンを再起動して、仮想マシンと物理ホスト間の通信をリストア
すること。

ApplicationHA で開始されたリブートがコンソールにメッ
セージをブロードキャストしない
ApplicationHA で開始されるリブートはデフォルトのリブートコマンドを使って仮想マシ
ンをリブートします。リブート時に仮想マシンコンソールのブロードキャストメッセージでユー
ザーに警告したい場合は、VM.GracefulRebootPolicy 属性を使うことができます。
詳しくは、次を参照してください。
p.42 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。
（2586314）
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すべてのシステムで KVMGuest グループに障害が発生する

すべてのシステムで KVMGuest グループに障害が発生
する
アプリケーションを設定するか、または設定を修正する時、すべての物理ホスト で
KVMGuest グループに障害が発生します。
回避策
これはアプリケーションの誤設定が原因である可能性があります。
物理ホスト から、次の手順を実行してください。
1.

KVMGuest サービスグループの障害を消去します。

2.

VCS の制御外で仮想マシン を開始します。

3.

アプリケーションの監視設定を修正します。

4.

物理ホスト からサービスグループの凍結を解除します。

ApplicationHA でアプリケーションの再起動が失敗する
仮想マシン で設定されたアプリケーションが再起動しません。
回避策
Veritas Operations Manager の［ApplicationHA］タブでオプションの［Settings］メ
ニューから、「App.RestartAttempts」属性の値を確認します。
1. 値が 0 より大きいかどうかを確認します。
2. 直前にアプリケーションが ApplicationHA によって再起動されたかどうかを確認しま
す。App.RestartAttempts 属性の値は、アプリケーションが設定可能な一定期間の間
動作中だったときのみ有効です。

仮想マシン のソフトリブートがトリガされない
仮想マシン で実行している設定されたアプリケーションが失敗しても、ApplicationHA
は仮想マシン を再起動できません。
回避策
Veritas Operations Manager の［ApplicationHA］タブの［Settings］メニューで、
VM.GracefulRebootPolicy 属性の値が「Enabled」に設定されていることを確認してくだ
さい。ApplicationHA が VM.GracefulRebootAttempts 属性で指定されている再起動
試行回数を超えていないことを確認してください。

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
仮想マシン のハードリブートがトリガされない

仮想マシン のハードリブートがトリガされない
仮想マシン で設定されたアプリケーションが失敗したとき、VCS が仮想マシン を外部的
にリブートしません。
回避策
■

物理ホストの VCS で ApplicationHA のサポートが有効になっていることを確認して
ください。

■

仮想マシン が物理ホスト のプライベート VLAN に追加されていることを確認してくだ
さい。

■

物理ホスト での仮想マシン の状態が「Connected」であることを確認してください。仮
想マシン の接続状態の表示について詳しくは、
p.51 の 「仮想マシン の接続の詳細の表示」 を参照してください。

■

仮想マシン に対応するリソースで RestartLimit 属性の値が 0 より大きいことを確認
してください。

VCS が仮想マシン をフェールオーバーできない
仮想マシン で実行しているアプリケーションが失敗しても、VCS が仮想マシン をフェー
ルオーバーできず、他の障害管理の手順もまた失敗します。
回避策
■

すべての物理ホスト において VCS で ApplicationHA のサポートが有効になってい
ることを確認します。

■

障害が起きた仮想マシン が物理ホスト のプライベート VLAN の一部であるかどうか
を確認してください。

■

物理ホスト での仮想マシン の接続状態が「Connected」であることを確認してくださ
い。
仮想マシン の接続状態の表示について詳しくは、
p.51 の 「仮想マシン の接続の詳細の表示」 を参照してください。

監視を設定解除してもデフォルトのアプリケーション監視
設定に戻らない
仮想マシンでアプリケーション監視の設定を解除しても、App.RestartAttempts や
VM.GracefulRebootPolicy などの ApplicationHA の出荷時設定は自動的にリストアさ
れません。代わりに、その仮想マシンで設定解除したアプリケーション監視の前に設定さ
れていた値がリストアされます。
回避策
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VCS はオンラインの仮想マシン をフェールオーバーすることがある

これは予測どおりの動作です。仮想マシンでアプリケーション監視を再設定するとき、
ApplicationHA をデフォルト値に設定したい場合は、手動で［ApplicationHA］タブから
デフォルト値をリセットしてください。

VCS はオンラインの仮想マシン をフェールオーバーする
ことがある
仮想マシン がオンラインになっても、KVMGuest リソースがオンラインになっていない場
合、VCS は仮想マシン をフェールオーバーします。
次のエラーメッセージが VCS のエラーログに記録されます。
KVMGuest resource name is disconnected.Returning OFFLINE.

回避策

1

ApplicationHA が設定されていて、リブートの後に仮想マシン で開始できること確
認してください。

2

ApplicationHA が仮想マシン での開始に著しく長い時間を要する場合は、
KVMGuest リソースタイプの OnlineWaitLimit を増やします。
この属性の設定について詳しくは、p.33 の 「ApplicationHA 用の VCS の設定」 を
参照してください。

3

ApplicationHA で仮想マシン を監視する必要がない場合は、仮想マシン でのア
プリケーション対応の監視を設定解除してください。
詳しくは、p.49 の 「仮想マシン のアプリケーション対応の監視の設定解除」 を参照
してください。

仮想マシン でのアプリケーション対応の監視の設定解
除が失敗する場合がある
仮想マシン での VCS によるアプリケーション対応の監視を停止する場合は、仮想マシン
で次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -delvm vm1

vm1 は、VCS によるアプリケーション対応の監視を停止する仮想マシン のホスト名です。
場合によっては、このコマンドは失敗することがあります。（2575354）
回避策

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
ApplicationHA は障害が発生したアプリケーションを再起動しない

1

VOM コンソールの［ApplicationHA］タブからアプリケーション監視を設定解除した
後、再試行してください。

2

手順 1 が失敗した場合は、仮想マシン で次のコマンドを実行し、再試行してくださ
い。
# /opt/VRTSvcs/bin/utils/remove_ip

ApplicationHA は障害が発生したアプリケーションを再
起動しない
設定されたアプリケーションで障害が発生した場合、ApplicationHA は設定に従ってア
プリケーションを再起動する必要があります。場合によっては、これが失敗することがあり
ます。
回避策
■

仮想マシン の App.RestartAttempts 属性の値が 0 より大きいことを確認してくださ
い。VOM コンソールの［ApplicationHA］タブの［Settings］オプションでこの値を確
認できます。

■

ApplicationHA が最近アプリケーションを再起動しなかったことを確認してください。
ApplicationHA が最近アプリケーションを再起動した場合、App.RestartAttempts
の完全な値がリストアされるまでに遅れが生じることがあります。この遅れの間に、障
害が再び起きた場合、ApplicationHA はアプリケーションを再起動できません。

監視のために仮想マシンをプライベート VLAN に追加で
きない
VCS での高可用性のために仮想マシンを監視できるためには、仮想マシンと関連付けら
れた VCS ノード（物理ホスト）の間のプライベート VLAN に新しい仮想マシンを追加する
必要があります。場合によっては、これが失敗することがあります。
回避策
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仮想 IO チャネル制御デバイスを仮想マシンに追加できない

1

仮想マシンの設定で、PCI デバイスのスロット「1F」がすでに使われているかどうかを
確認します。
仮想マシンで次のコマンドの 1 つを使ってください。
# virsh edit VirtName

VirtName は仮想マシンの名前です。このスロットを使っているデバイスがブリッジと
しての「vcsbr」とのネットワークブリッジインターフェースでない場合、デバイスを「1F」
より小さいスロットに割り当てる必要があります。
この手順を実行し、次にプライベート VLAN に仮想マシンを追加してください。

2

第 1 の手順で解決せず、仮想マシンが動作している場合は、仮想マシンをシャット
ダウンし、次にプライベート VLAN に追加してください。

仮想 IO チャネル制御デバイスを仮想マシンに追加でき
ない
ApplicationHA の VCS サポートを有効にするとき、自動登録の VirtIO モードを指定し
た場合、スクリプトは仮想マシンに仮想 I/O チャネル制御デバイスを追加します。この手
順が失敗することがあります。
回避策

1

仮想マシンの設定で、PCI デバイスのスロット「1e」がすでに使われているかどうかを
確認します。
# virsh edit VirtName

または
# virsh dumpxml VirtName

VirtName は仮想マシンの名前です。ID が使用中であり、スロットを使っているデ
バイスが Virt I/O コントローラではない場合、デバイスに「1e」より小さいスロットを割
り当てる必要があります。

2

第 1 の手順で解決せず、仮想マシンが動作している場合は、仮想マシンをシャット
ダウンし、仮想マシンで自動登録を設定してください。

仮想マシンの移行が失敗する
仮想マシンのライブ移行の後、仮想マシンのバックエンドブートイメージが CFS を使って
いる場合、移行先の物理ホストで仮想マシンが停止する可能性があります。
回避策

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
「virsh」コマンドが物理ホストでハングする

CFS の仮想マシンブートイメージにすべてのファイル権限があることを確認してください。

「virsh」コマンドが物理ホストでハングする
物理ホストで virsh コマンドを実行した場合、出力を表示しないでハングアップすること
があります。

登録されている仮想マシンの内部でネットワークインター
フェースを認識できない
仮想マシンと関連付けられた VCS ノード（物理ホスト）の間のプライベート VLAN に仮想
マシンを追加した後、仮想マシンの内部のネットワークインターフェースを認識できないこ
とがあります。
プライベート VLAN に仮想マシンを追加すると、ネットワークインターフェースは仮想マシ
ンにホットプラグされます。仮想マシンで次のコマンドを実行すれば、インターフェースを
認識できます。
# ifconfig - a

RHEL 5 を実行している仮想マシンでは、ホットプラグが失敗し、インターフェースを認識
できないことがあります。
回避策
1.

仮想マシンと関連付けられた VCS ノード（物理ホスト）の間のプライベート VLAN か
ら仮想マシンを削除してください。詳しくは、次を参照してください。
p.49 の 「仮想マシン のアプリケーション対応の監視の設定解除」 を参照してくださ
い。

2.

次のコマンドを使ってカーネルモジュール「acpiphp」をロードします。
# modprobe acpiphp

3.

プライベート VLAN に仮想マシンを追加します。詳しくは、次を参照してください。
p.48 の 「アプリケーション対応の監視用の新しい仮想マシン の設定」 を参照してく
ださい。

4.

仮想マシンでインターフェースを認識できるようになった場合は、仮想マシンの起動
シーケンスに「acpiphp」モジュールを追加してください。

5.

手順 1 ～ 4 がうまくいかない場合は、VirtMachine を終了し、次にプライベート
VLAN にそれを追加してください。
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仮想マシン で断続的に「NOT RESPONDING」状態が表示される

仮想マシン で断続的に「NOT RESPONDING」状態が表
示される
コマンドラインから仮想マシン の接続状態をクエリーした場合、仮想マシン は断続的に
「NOT RESPONDING」状態を表示します。これは次の場合に起きることがあります。
■

仮想マシン が過負荷になっている

■

物理ホスト が過負荷になっている

その結果、仮想マシン から物理ホスト の VCS へのハートビートの送信に遅延が発生しま
す。ハートビートのタイムアウト値を増やす必要があります。
回避策
ハートビートのタイムアウト値を増やすには:
1.

物理ホスト にログインします。
次のコマンドを使って、仮想マシン の「IAATimeout」の値を修正します。
# hasys -modify <GuestName> IAATimeout HigherTimeoutValue

GuestName は仮想マシン 内から認識できるホスト名であり、HigherTimeoutValue
は新しいかなり高いタイムアウト値です（秒単位）。

仮想マシン が VCS ノードに接続できない
仮想マシン が物理ホスト に接続されておらず、両者の間のハートビートが有効になって
いる場合、仮想マシン は 30 秒ごとに VCS ノードへの接続を試みます。VCS ノードが存
在しない場合、次のメッセージが表示されます。
No VCS server available for connection

回避策
仮想マシン と VCS 間の接続を確認するためには、次の手順を実行してください。
■

仮想マシン と関連付けられている VCS ノード（物理ホスト）で ApplicationHA のサ
ポートが有効になっていることを確認します

■

仮想マシン が ApplicationHA のプライベート VLAN に追加されていることを確認し
ます。詳しくは、次を参照してください。
仮想マシンの詳細設定の表示p.50 の 「仮想マシン の設定の詳細の表示」 を参照し
てください。

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
切断された仮想マシン がすぐに障害と表示されない

切断された仮想マシン がすぐに障害と表示されない
仮想マシン と物理ホスト の間の接続が失われると、VCS は接続状態を NOT
RESPONDING に設定します。仮想マシン の状態は、ResponseTimeout の期間が経
過した後でのみ障害に移行します。
回避策
次の手順の実行によって ResponseTimeout 属性をリセットできます。
1.

物理ホスト にログインします。

2.

次のコマンドを実行します。
# hasys -modify GuestName ResponseTimeout

lower_timeout_value

GuestName は物理ホスト のホスト名、lower_timeout_value は新しく設定する短
いタイムアウト値です。

設定された 仮想マシン が VCS から切断されていると思
われる
仮想マシン で監視するようにアプリケーションを設定し、アプリケーションハートビートを
有効にしても、仮想マシン が VCS クラスタ（物理ホスト）に接続されていないように見えま
す。
回避策
1.

接続の状態をしばらくしてから調べてください。仮想マシン 上の ApplicationHA と
物理ホスト 上の VCS の間の通信は、VCS クラスタによって検出されるのに時間がか
かることがあります。

2.

物理ホスト 上の VCS で ApplicationHA のサポートが有効になっていることを確認
してください。関連付けられた 物理ホスト の設定状態を表示するには:
p.50 の 「仮想マシン の設定の詳細の表示」 を参照してください。

3.

物理ホスト で、次の手順を実行します。
■

clusext プロセス /opt/VRTSvcs/bin/clusext -core が実行していることを
確認します。このプロセスが実行していない場合は、VCS が自動的にプロセスを
開始するのを待ちます。

■

clusext プロセスが実行している場合は、ファイアウォールでポート 14142 が開
いていることを検証してください。

■

VCS クラスタレベルの属性 EnableVMAutoDiscovery が 1 に設定されているこ
とを確認します。
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設定された 仮想マシン が VCS から切断されていると思われる

4.

■

vcsbr デバイスが IP アドレスで稼動していることを検証してください。デバイスが
稼動していない場合は、リソース「VCSVLANSG_IP」の状態を調べてください。
状態が OFFLINE または FAULTED の場合は、リソースを含むサービスグルー
プをオンラインにします。

■

DHCP サーバーが開始されていることを検証してください。DHCP サーバーが動
作していない場合は、システムの VCSVLANSG_DHCP リソースの状態を調べて
ください。状態が OFFLINE または FAULTED の場合は、リソースを含むサービ
スグループをオンラインにします。

■

自動登録の機構が VirtIO の場合は、SELinux が物理ホスト で無効になってい
ることを検証してください。SELinux を無効にする方法は、Red Hat Linux のマ
ニュアルを参照してください。

■

libvirtd デーモンが VCS クラスタノードで動作していることを確認します。service
libvirtd restart コマンドを使ってデーモンを開始できます。

仮想マシン で、次の手順を実行します。
■

仮想マシン の VCSAppMonCERes リソースがオンラインであることを確認しま
す。このリソースがオンラインでなければ、このリソースを含んでいるサービスグ
ループをオンライン状態にしてください。

■

仮想マシン の自動登録の機構が VirtIO の場合は、SELinux が仮想マシン で
無効になっていることを検証してください。SELinux を無効にした後、仮想マシ
ン を再起動する必要があります。

■

仮想マシン のインターフェースの 1 つに、ApplicationHA をサポートするように
VCS を設定するときに選択したネットワークから認識される IP アドレスが設定さ
れていることを確認します。物理インターフェースを除き、そのようなインターフェー
スが仮想マシン で認識されない場合は、インターフェースが仮想マシン にホット
プラグされなかった可能性があります。
IP アドレスが認識されるためには、物理ホスト から仮想マシン を再起動する必
要があります。

B
仮想ビジネスサービスの概
要
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Virtual Business Service について

■

仮想ビジネスサービスの機能

■

サンプル仮想ビジネスサービスの設定

Virtual Business Service について
Virtual Business Service は、異機種混在オペレーティングシステムおよび仮想化技術
に基づいて動作するマルチティア業務アプリケーションに対して、継続的な高可用性を
提供し、サービス中断の頻度および期間を縮小します。Virtual Business Service は、
マルチティアアプリケーションを単一の統合エンティティとして表し、Veritas Cluster
Server や Symantec ApplicationHA などの Symantec 製品によって個々のティアに
提供される高可用性およびディザスタリカバリに基づいて構築されます。Virtual Business
Service は、アレイ、ホスト、ファイルシステムなど、サービスで使用されるすべての資産を
表すこともできます。ただし、これらは、サーバーティアの間には移行されません。Virtual
Business Service は、マルチティア業務サービス全体を表す単一の統合エンティティを
提供します。Veritas Cluster Server または Symantec ApplicationHA によって管理さ
れるアプリケーションコンポーネントは、Virtual Business Service によって能動的に管
理できます。
Veritas Operations Manager Virtual Business Services Availability Add-on を使用
することにより、Veritas Operations Manager で作成された Virtual Business Service
の設定および管理を行えます。VBS Availability Add-on では、先に Business Entity
Operations Add-on によって提供されていたすべての機能に加え、マルチティアアプリ
ケーションのコンポーネント間の障害依存関係を設定する機能も追加で提供します。
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メモ: Veritas Operations Manager Business Entity Operations Add-on のバージョン
3.1 および 4.0 を使用して作成されたすべての Application Entities は、Veritas
Operations Manager 4.1 に VBS Availability Add-on を配備した後、Virtual Business
Service として利用可能になります。Virtual Business Service を実行するには、Veritas
Operations Manager 4.1 が必要です。

仮想ビジネスサービスの機能
VBS Availability Add-on を使って次のタスクを実行できます。
■

Veritas Operations Manager のユーザーインターフェースから仮想ビジネスサービ
スを開始します。仮想ビジネスサービスが開始すると、関連付けられたサービスグルー
プがオンラインになります。

■

Veritas Operations Manager のユーザーインターフェースから仮想ビジネスサービ
スを停止します。仮想ビジネスサービスが停止すると、関連付けられたサービスグルー
プがオフラインになります。
Symantec ApplicationHA の管理下にあるアプリケーションは仮想ビジネスサービ
スの一部になることができます。Symantec ApplicationHA は仮想マシン内のアプリ
ケーションの開始、停止、監視を有効にします。
アプリケーションが VMWare 仮想マシンでホストされている場合は、仮想ビジネス
サービスを開始または停止すると仮想マシンが自動的に開始または停止するように
設定できます。

■

サービスグループの関係を確立し、サービスグループをオンラインやオフラインにす
る順序を設定します。これにより、異なるクラスタからのサービスグループが正しい順
序でオンラインまたはオフラインになることが保証されます。この順序は、サービスグ
ループと、子サービスグループと呼ばれる他のサービスグループとの関係によって管
理されます。サービスグループの依存関係の正しい順序を設定することは、ビジネス
継続性と高可用性の実現に不可欠です。

■

サービスグループの関係を確立し、下位層での高可用性イベントに対してアプリケー
ションコンポーネントで必要な対応を指定します。

■

Veritas Operations Manager から、または仮想ビジネスサービスに加わっているク
ラスタから、仮想ビジネスサービスを管理します。

■

災害が起きたときに、仮想ビジネスサービス全体をリモートサイトにリカバリします。

ただし、次の操作は VBS Availability Add-on を使って管理できません。
■

Veritas Cluster Server 管理コンソールを使って実行されるサービスグループ操作。

■

Veritas Cluster Server コマンドラインインターフェースを使って実行されるサービス
グループ操作。

■

Veritas Cluster Server Java コンソールを使って実行されるサービスグループ操作。
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■

VBS Availability Add-on は複合仮想ビジネスサービスに対してはサポートされてい
ません。仮想ビジネスサービスのみに使うことができます。

メモ: 参加しているクラスタからの障害管理と仮想ビジネスサービス管理を有効にするに
は、VRTSvbs をクラスタノードにインストールする必要があります。

サンプル仮想ビジネスサービスの設定
このセクションでは、多層アプリケーションから成り立つサンプルの仮想ビジネスサービス
の設定を提供します。図 B-1 では、3 つの異なるオペレーティングシステムと 3 つの異な
るクラスタで動作するコンポーネントに依存している金融アプリケーションを示します。
■

Solaris オペレーティングシステムで動作する Oracle のようなデータベースがデータ
ベース層を形成します。

■

AIX オペレーティングシステムで動作する WebSphere のようなミドルウェアアプリケー
ションが中間層を形成します。

■

Windows や Linux 仮想マシンで動作する Apache や IIS のような Web アプリケー
ションが Web 層を形成します。この層は ApplicationHA ノードで構成されます。
各層は独自の高可用性機構を持つことができます。たとえば、データベースとミドル
ウェアアプリケーションには Veritas Cluster Server を使い、Web サーバーには
Symantec ApplicationHA を使うことができます。
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図 B-1

サンプル仮想ビジネスサービスの設定

金融ビジネスアプリケーションを起動するたびに、通常、Oracle データベース、
WebSphere、Apache と IIS の順序でコンポーネントをオンラインにする必要があります。
さらに、Web 層を開始する前に、仮想マシンをオンラインにする必要があります。金融ア
プリケーションを停止するためには、逆の順序でコンポーネントをオフラインにする必要が
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あります。ビジネスの観点からは、いずれかの層が使用できない場合、金融サービスは利
用不能です。
仮想ビジネスサービスとして金融アプリケーションを設定するときは、Oracle データベー
ス、WebSphere、Web サーバーの順序で起動するように指定できます。仮想ビジネス
サービスを停止するときは逆の順序が自動的に適用されます。仮想ビジネスサービスを
開始または停止するとき、サービスのコンポーネントは定義済みの順序で開始または停
止されます。
仮想ビジネスサービスについて詳しくは、『Virtual Business Service–Availability ユー
ザーガイド』を参照してください。
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