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1
VCS の紹介
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Cluster Server について

■

VCS の基礎について

■

VCS の機能について

■

VCS のオプションコンポーネントについて

■

Symantec Operations Readiness Tools

■

データ整合性のための VCS クラスタの設定について

Veritas Cluster Server について
Symantec の Veritas™ Cluster Server は、クラスタ内に設定されるアプリケーションと
サービス用の高可用性ソリューションです。Veritas Cluster Server（VCS）は、システム
とアプリケーションサービスを監視し、ハードウェアまたはソフトウェアで障害が発生したと
きにサービスを再起動します。

VCS の基礎について
単一の VCS クラスタは、ストレージデバイスに様々な組み合わせで接続された複数のシ
ステムで構成されます。VCS クラスタの一部であるシステムは、ノードと呼ばれます。VCS
はクラスタ内のノード上で実行中のアプリケーションを監視および制御し、様々なハード
ウェアまたはソフトウェアで障害が発生した場合はアプリケーションを再起動します。
アプリケーションはほとんど、またはまったく休止せずに処理を継続できます。NFS など
の場合、このような処理の継続は、上位レベルのアプリケーションおよびユーザーに対し
て透過的です。一方、ユーザーによって Web サーバーでのページの再読み込みなど、
操作の再試行が必要な場合もあります。
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図 1-1 は、共有ストレージに接続された 4 つのノードの一般的な VCS 構成を示していま
す。
図 1-1

VCS

4 つのノードから成る VCS クラスタの例

VCS

クライアントワークステーションは、VCS ノードで実行中のアプリケーションからパブリック
ネットワークを介してサービスを受け取ります。VCS はノードとそれらのサービスを監視し
ます。クラスタ内の VCS ノードはプライベートネットワークを介して通信します。

複数ノードについて
VCS は、クラスタ内の各ノード上で、複製された状態で実行されます。プライベートネット
ワークによって、ノードはすべてのリソースについての同一の状態情報を共有できます。
プライベートネットワークは、アクティブなノード、クラスタに追加されるノード、クラスタから
削除されるノード、障害が発生したノードも認識します。プライベートネットワークには、ネッ
トワーク分割の発生を防止するために、2 つの通信チャネルが必要です。

共有ストレージについて
VCS ハードウェア設定は通常、I/O チャネルを介して共有ストレージに接続されている複
数のノードから構成されます。 共有ストレージによって、同じデータへのアクセスパスが複
数のシステムに提供されます。 また、ノードで障害が発生したときには代替ノードでアプ
リケーションを再起動できるので、高可用性が保証されます。
VCS ノードからは、物理的に接続されたストレージのみにアクセスできます。
図 1-2 は、VCS 共有ストレージ設定の柔軟性を示しています。
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図 1-2

共有ストレージ設定の 2 つの例

完全共有ストレージ

分散共有ストレージ

LLT と GAB について
VCS は、LLT（Low Latency Transport）と GAB（Group membership and Atomic
Broadcast）という 2 つのコンポーネントを使って、プライベートネットワークを介してシス
テム間でデータを共有します。これらのコンポーネントにより、VCS に要求される処理効
率と信頼性を確保しています。
LLT（Low Latency Transport）は、高速なカーネル間通信を実現し、ネットワーク接続
を監視します。
GAB（Group Membership and Atomic Broadcast）は、ノード間の同期を保つために
必要な、グローバルな順序を付けられたメッセージを提供します。

ハートビート用のネットワークチャネルについて
VCS のプライベートネットワークの場合は、ハートビート情報を伝送するために 2 つのネッ
トワークチャネルを確保する必要があります。これらのネットワーク接続は、VCS に関する
他の情報も伝送します。
各クラスタ設定では、システム間に 2 つ以上のネットワークチャネルが必要です。ハート
ビート用のチャネルを 2 つ用意することで、クラスタのネットワーク分割を防止できます。
ネットワーク分割について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照して
ください。
図 1-3 は、galaxy と nebula というノードが 2 つのプライベートネットワークで接続された、
2 ノード VCS クラスタを示しています。
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図 1-3

2 つのノードを接続する 2 つのイーサネット接続
VCS プライベートネットワーク:
2 つのイーサネット接続

galaxy

共有ディスク

nebula

パブリックネットワーク

既存のネットワーク分割について
既存のネットワーク分割とは、システムが停止して VCS が応答不能のときに発生する通
信チャネルのエラーを指します。システムの起動時は、エラーの原因にかかわらず、VCS
シーディングによってネットワーク分割が発生しにくくなります。

VCS のシーディングについて
既存のネットワーク分割からクラスタを保護するために、VCS はシードを使います。シード
とは、すべてのノードがクラスタに参加したかどうか判断する GAB の機能です。この判断
のために、GAB では、ユーザーがクラスタ内のノードの数を宣言することが必要になりま
す。シーディングされたノードのみが VCS を実行できることに注意してください。
GAB は、次の条件下で自動的にノードをシーディングします。
■

シーディングされていないノードはシーディングされたノードと通信する

■

クラスタ内のすべてのノードはシーディングされていないが、相互に通信できる

最後のシステムが起動してクラスタに参加すると、クラスタはすべてのノードの VCS をシー
ディングして起動します。次に、任意の組み合わせのノードを終了して、再起動します。
シーディングは、VCS の少なくとも 1 つのインスタンスがクラスタのどこかで実行されてい
れば、有効なままになります。
クラスタの 1 つ以上のシステムが利用できないときは、コールドスタートから VCS を実行
するために手動シーディングを実行します。VCS は、システムがシーディングされるまで、
そのシステムのサービスグループを開始しません。ただし、クラスタで I/O フェンシングを
有効にしている場合は、クラスタノードの一部が利用できなくても、自動的にクラスタをシー
ディングするように GAB を設定できます。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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VCS の機能について
VCS は VCS の設定時に設定できる次の機能を提供します。
VCS の通知

p.23 の 「VCS 通知について」 を参照してください。

VCS のグローバルクラスタ

p.23 の 「グローバルクラスタについて」 を参照してください。

I/O フェンシング

p.23 の 「I/O フェンシングについて」 を参照してください。

VCS 通知について
VCS では、SNMP（Simple Network Management Protocol）およびSMTP（Simple
Mail Transfer Protocol）の両方で通知を設定できます。これらの通知のうち、少なくとも
1 つを設定することをお勧めします。次のオプションが選択できます。
■

VCS Notifier コンポーネントを使用して VCS イベントの SNMP トラップ通知を設定
する

■

VCS Notifier コンポーネントを使用して VCS イベントの SMTP 電子メール通知を設
定する。

『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

グローバルクラスタについて
グローバルクラスタは、災害が発生した場合に、地理的に分散したクラスタ間でアプリケー
ションをフェールオーバーする機能を提供します。グローバルクラスタを設定するには別
のライセンスが必要です。このライセンスはインストール中に追加する必要があります。グ
ローバルクラスタのライセンスを使用している場合のみ、インストーラはグローバルクラスタ
の設定について問い合わせをします。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

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

共有ストレージへのアクセスを保持しなければならないノード

■

クラスタから切り離されなければならないノード

この決定によってデータ破損を防ぎます。インストーラは、VCS をインストールするときに、
I/O フェンシングドライバをインストールします。共有ディスク上のデータを保護するには、
VCS をインストールして設定した後、I/O フェンシングを設定する必要があります。
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I/O フェンシング技術では、ネットワークを分割する場合、コーディネーションポイントを
使って調停を行います。
I/O フェンシングのコーディネーションポイントは、コーディネータディスク、コーディネー
ションポイントサーバー（CP サーバー）、または両方の組み合わせのいずれかに設定で
きます。ディスクベースまたはサーバーベースの I/O フェンシングを設定できます。
ディスクベースの I/O フェンシング

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

サーバーベースの I/O フェンシング

少なくとも 1 つの CP サーバーシステムを使う I/O フェ
ンシングはサーバー型の I/O フェンシングと呼ばれま
す。サーバーベースのフェンシングには、CP サーバー
のみ、または CP サーバーとコーディネータディスクの
組み合わせを含めることができます。
サーバー型の I/O フェンシングは複数のクラスタで
データ整合性を保証します。
SCSI-3 PR をサポートしていない仮想化環境では、
VCS は非 SCSI3 サーバーベースの I/O フェンシング
をサポートします。

p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
メモ: I/O フェンシングを使ってスプリットブレインの状態からクラスタを保護することを推奨
します。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

VCS のオプションコンポーネントについて
VCS に次のオプションコンポーネントを追加できます。
Veritas Operations Manager

p.25 の 「Veritas Operations Manager について」 を参照
してください。

Cluster Manager（Java コンソール） p.25 の 「Cluster Manager（Java コンソール）について」 を
参照してください。
VCS Simulator

p.25 の About VCS Simulator を参照してください。
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Veritas Operations Manager について
Storage Foundation と Cluster Server 環境の管理には Veritas Operations Manager
を使うことをお勧めします。
Veritas Operations Manager は、Veritas Storage Foundation and High Availability
製品のための集中型の管理コンソールを提供します。Veritas Operations Manager を
使って、ストレージリソースを監視、視覚化、管理したり、レポートを生成したりすることが
できます。
Veritas Operations Manager は、http://go.symantec.com/vom から無料でダウン
ロードできます。
インストール、アップグレード、設定の手順について詳しくは、Veritas Operations
Manager のマニュアルを参照してください。
Cluster Manager（Java コンソール）を使ってシングルクラスタを管理する場合は、該当
するバージョンを http://go.symantec.com/vcsm_download からダウンロードできま
す。Java コンソールを使ってこのリリースの新しい機能を管理することはできません。
Veritas Cluster Server Management Console は非推奨です。

Cluster Manager（Java コンソール）について
Cluster Manager（Java コンソール）には、クラスタを管理するための機能が備わってい
ます。Java コンソールの様々な表示画面を使って、クラスタと、サービスグループ、システ
ム、リソースおよびリソースタイプなどの VCS オブジェクトを監視します。Java コンソール
を使ってこのリリースの新しい機能を管理することはできません。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
コンソールは http://go.symantec.com/vcsm_download からダウンロードできます。

VCS シミュレータについて
VCS シミュレータを使うと、クラスタ設定のシミュレートとテストを行えます。VCS シミュレー
タを使って、サービスグループとリソース設定の表示や変更を行ったり、フェールオーバー
動作をテストしたりします。VCS シミュレータはスタンドアロンシステム上で実行することが
でき、追加のハードウェアは必要ありません。VCS シミュレータは Windows オペレーティ
ングシステムにのみインストールできます。
VCS シミュレータは、クラスタで実行されるのと同じバージョンの VCS High Availability
Daemon（HAD）を実行するため、フェールオーバーの判定が実際のクラスタでの判定と
同じになることが保証されます。
VCS シミュレータを使うと、様々なオペレーティングシステムの設定をテストできます。たと
えば、Windows、AIX、HP-UX、Linux、Solaris の各オペレーティングシステムで VCS
シミュレータを実行して、VCS クラスタの設定をテストできます。グローバルクラスタの作成
とテストも行えます。
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VCS シミュレータは、Java コンソールまたはコマンドラインから管理できます。
VCS シミュレータをダウンロードするには、http://go.symantec.com/vcsm_download
にアクセスしてください。

Symantec Operations Readiness Tools
Symantec Operations Readiness Tools (SORT) は、最も時間のかかる管理タスクの一
部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンターをさらに効率
的に管理し、シマンテック製品を最大限に活用できるようになります。
SORT は機能の広いセットの中で、次の実行を可能にします。
■

シマンテック社のエンタープライズ製品をインストールまたはアップグレードするため
に、サーバーを準備する方法を記述するサーバー固有のレポートを生成します。

■

パッチ、エージェントとマニュアルを含む最新の製品情報を記載した単一のサイトに
アクセスします。

■

パッチ、マニュアルとアレイ特定のモジュールへの変更に関する自動電子メールの通
知を作成してください。

SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com

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

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

■

ハングアップしたように見えるシステム
システムで処理が集中しているために応答していないように見える場合、他のノード
からシステム停止を宣言される可能性があります。この宣言は、「中断」および「再開」
機能をサポートするハードウェアを使用しているノードにも発生する場合があります。
中断機能を使用してノードを PROM レベルに落としてから処理を再開すると、他の
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ノードからシステム停止を宣言される場合があります。そのシステムが後で復旧して書
き込み処理を再開しても、他のノードからはシステム停止を宣言される場合がありま
す。
I/O フェンシングは、クラスタ内で通信障害が起きた場合にデータ破損を防止する機能
です。VCS は I/O フェンシングを使って、スプリットブレインに伴うリスクを削減します。I/O
フェンシングは、アクティブなクラスタのメンバーへの書き込みアクセスを許可します。メン
バー以外からのストレージへのアクセスはブロックするため、稼動中のノードでも障害の
原因になることはありません。
VCS のインストールと設定が終わったら、データ整合性が確保されるように VCS の I/O
フェンシングを設定する必要があります。
p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの VCS 用 I/O フェンシングに
ついて
従来の I/O フェンシング実装では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）
またはコーディネータディスクがコーディネーションポイントになっていて、Veritas Cluster
Volume Manager と Veritas I/O フェンシングモジュールによって SCSI-3 PR（SCSI-3
Persistent Reservation）ベースの保護がデータディスクに提供されます。この SCSI-3
PR 保護によって、接続を失ったノードからの I/O 操作が、テイクオーバー済みの残りの
サブクラスタにアクセスできなくなります。
I/O フェンシングの動作について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
SCSI-3 PR をサポートしない仮想化環境では、VCS がデータディスクを適切に保護しよ
うとします。 このような環境では、 VCS に非 SCSI3 サーバーベースの I/O フェンシング
を設定する必要があります。非 SCSI-3 フェンシングでは、このような環境で I/O フェンシ
ングをサポートするために、一部の設定を変更したうえで CP サーバーがコーディネーショ
ンポイントとして使われます。
p.152 の 「installvcs プログラム を使用した仮想環境での非 SCSI-3 サーバーベース I/O
フェンシングの設定」 を参照してください。
p.247 の 「仮想環境での非 SCSI3 フェンシングの手動設定」 を参照してください。

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

データディスク - 共有データを格納します。
p.28 の 「データディスクについて」 を参照してください。
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■

コーディネーションポイント - メンバーシップの変更時にグローバルロックとして機能し
ます。
p.28 の 「コンディションポイントについて」 を参照してください。

データディスクについて
データディスクはデータ保存用の標準ディスクデバイスで、物理ディスクまたは RAID 論
理ユニット（LUN）です。
これらのディスクは SCSI-3 PR をサポートし、標準 VxVM ディスクグループの一部である
必要があります。VxVM では、ディスクグループベースでデータディスクがフェンシングさ
れます。ディスクグループに追加されたディスクと、デバイスで検出された新しいパスは、
自動的にフェンシングされます。

コンディションポイントについて
コーディネーションポイントが提供するロック機構によって、他のノードからのデータドライ
ブへのアクセスをブロックするノードが決定されます。ノードは、ピアをデータドライブから
ブロックする前に、コーディネーションポイントから削除できる必要があります。VCS は、
vxfen がコーディネーションポイントの制御権を獲得しようとし、制御権を獲得したパー
ティションは除外されたノードによるデータディスクへのアクセスをフェンシングするときに
スプリットブレインを防ぎます。
メモ: クラスタのフェンシング設定には通常、3 つのコーディネーションポイントが必要で
す。シマンテック社では、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサー
バーベースフェンシングもサポートしていますが、この CP サーバーが単一障害点になる
点に注意してください。
コーディネーションポイントはディスクまたはサーバーあるいはその両方の場合がありま
す。
■

コーディネータディスク
コーディネーションポイントとして機能するディスクは、コーディネータディスクと呼ば
れます。コーディネータディスクは、3 つの標準ディスクまたは LUN で、クラスタの設
定時に I/O フェンシングで使うために予約されています。VCS の設定では、コーディ
ネータディスクを他の保存目的に使うことはありません。
コーディネータディスクは、Veritas Volume Manager の DMP（Dynamic
Multi-pathing）機能を使用するように設定できます。DMP（Dynamic Multi-pathing）
を実行すると、コーディネータディスクは、パスのフェールオーバーを利用したり、DMP
機能の動的な追加および削除を利用することができます。そのため、DMP デバイス
と基本となる RAW 文字型デバイスのどちらを使うかを I/O フェンシングに設定するこ
とができます。I/O フェンシングは、使用するディスクデバイスに応じて RAW と DMP
のどちらかに設定される SCSI-3 ディスクポリシーを使用します。このディスクポリシー
は、デフォルトでは DMP です。
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詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
■

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

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

■

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

■

このアクティブな VCS クラスタから自己登録解除する

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

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

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

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

■

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

■

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

詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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p.153 の 「優先フェンシングポリシーの有効化と無効化」 を参照してください。

2
システム必要条件
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS の重要なプリインストール情報

■

VCS のハードウェア必要条件

■

ディスク領域の必要条件

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

VCS のサポート対象ソフトウェア

■

I/O フェンシングの必要条件

■

サポートされるノードの数

■

製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出

VCS の重要なプリインストール情報
VCS をインストールする前に、次の情報を確認してください。
■

このハードウェア互換性リストにはサポートされているハードウェアの情報が記されて
おり、定期的に更新されます。サポートされているハードウェアの最新情報について
は、次の URL を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH170013
VCS のインストールまたはアップグレードを行う前に、最新の互換性リストを参照して、
ご使用になるハードウェアとソフトウェアのサポート状態を確認ください。

■

このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社テクニカルサポート Web
サイトの最新 TechNote を確認してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH164885

■

VCS は、最大 64 台のシステムで構成されたクラスタにインストールできます。
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VCS をインストールする各システムは、ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満た
している必要があります。

VCS のハードウェア必要条件
表 2-1 に、VCS クラスタ用ハードウェアの必要条件の一覧を示します。
表 2-1

VCS クラスタのハードウェア必要条件

項目

説明

VCS ノード

必要に応じて、Solaris 10 が動作する 1 から 64 台の SPARC または x64
システム。

DVD ドライブ

クラスタ内のすべてのノードと通信が行えるシステムに装備された 1 台のド
ライブ。

ディスク

一般的な VCS 設定では、共有ディスクが、クラスタ内のシステム間を移行す
るアプリケーションをサポートする必要があります。
VCS の I/O フェンシングの機能はすべてのデータとコーディネータディスク
が SCSI-3 Persistent Reservation（PR）をサポートすることを必要とします。
p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

ディスク領域

p.33 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。

メモ: インストール中、VCS は指定したディスク領域よりも多く一時ディスク領
域を必要とする場合があります。
イーサネットコント
ローラ

内蔵のパブリックイーサネットコントローラに加えて、VCS では各システムに
少なくともあと 1 つのイーサネットインターフェースが必要です。プライベー
ト相互接続用に、2 つのネットワークインターフェースを追加することを推奨
します。
集約インターフェースを構成することもできます。
プライベートネットワークインターフェースを接続するために使用するスイッ
チの、スパンツリーアルゴリズムをオフにすることを推奨します。

ファイバーチャネル 一般的な VCS 構成では、共有データディスク用に、システムごとに少なくと
または SCSI ホストバ も 1 つの SCSI またはファイバーチャネルホストバスアダプタが必要です。
スアダプタ
RAM

各 VCS ノードに最小 1024 MB の空き容量が必要です。
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ディスク領域の必要条件
製品をインストールする前に、システムに十分な空きディスク領域があることを確認してく
ださい。
十分な容量があるかどうかを判断するには、［プレインストールチェックの実行（Perform
a Pre-Installation Check）］（P）メニューまたはスクリプトベースインストーラの -precheck
オプションを使います。
# ./installer -precheck

VCS をダウンロードした場合は、次のコマンドを使う必要があります。
# ./installvcs -precheck

サポート対象のオペレーティングシステム
サポート対象のオペレーティングシステムについて詳しくは、Veritas Cluster Server の
リリースノートを参照してください。

VCS のサポート対象ソフトウェア
VCS は次の Volume Manager とファイルシステムをサポートします。
■

Veritas Storage Foundation (SF): Veritas Volume Manager（VxVM）と Veritas
File System（VxFS）
VCS 6.0 は次のバージョンの SF をサポートしています。
■

SF 6.0
■

■

VxVM 6.0 と VxFS 6.0

SF5.1SP1
■

VxFS 5.1SP1 を使用した VxVM 5.1SP1

メモ: VCS は、製品のアップグレードを促進するために、SF の以前のバージョンと現在の
バージョンをサポートします。

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

コーディネータディスク
p.34 の 「I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバー
p.35 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

ディスクベースのフェンシングを設定するとき、または 1 つ以上のコーディネータディスク
でサーバーベースのフェンシングを設定するときは、SCSI-3 PR（SCSI-3 Persistent
Reservation）をサポートする VxVM（Veritas Volume Manager）が VCS クラスタにイン
ストールされていることを確認してください。
『Veritas Storage Foundation and High Availability インストールガイド』を参照してく
ださい。
SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境に VCS をインストールしている場合は、非 SCSI-3
サーバーベースのフェンシングを設定するための必要条件を確認してください。
p.38 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングの必要条件」 を参照してください。

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

ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、3 つのコーディネータディスクが必要で
す。

■

コーディネータディスクは RAW デバイス、DMP デバイス、iSCSI デバイスのいずれ
かです。

■

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

■

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

■

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

■

コーディネータディスクは、ハードウェア単位でミラー化することをお勧めします。

■

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

■

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

第 2 章 システム必要条件
I/O フェンシングの必要条件

CP サーバーの必要条件
VCS 6.0 クラスタ（アプリケーションクラスタ）では、次の VCS および SFHA バージョンで
ホストされる CP サーバー（コーディネーションポイントサーバー）がサポートされます。
■

VCS 6.0、5.1SP1、5.1 のシングルノードクラスタ
CP サーバーをホストする、VCS 5.1 SP1 RP1 または VCS 6.0 とそれ以降のシングル
ノード VCS クラスタは LLT と GAB が設定されている必要がありません。

■

SFHA 6.0、5.1SP1、5.1 クラスタ

警告: VCS または SFHA 6.0 を使うために 5.1 のCP サーバーノードをアップグレードす
るには、この CP サーバーを使うすべてのアプリケーションクラスタをバージョン 6.0 にアッ
プグレードする必要があります。バージョン 5.1 のアプリケーションクラスタは、VCS、SFHA
5.1 SP1 またはそれ以降を実行している CP サーバーと通信できません。
CP サーバーをホストする VCS/SFHA クラスタの基本ハードウェア必要条件を満たしてい
ることを確認してください。
『Veritas Storage Foundation High Availability インストールガイド』を参照してくださ
い。
p.32 の 「VCS のハードウェア必要条件」 を参照してください。
メモ: シマンテック社では、フェンシングに少なくとも 3 つのコーディネーションポイントを
設定することを推奨しますが、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイントとして使
うサーバーベースフェンシング設定もサポートされます。このように CP サーバーが 1 つ
のフェンシング設定では、そのコーディネーションポイントが、SFHA クラスタでホストされ
る高可用性 CP サーバーである必要があります。
CP サーバーをインストールして構成する前に、この項で説明する次の CP サーバー必要
条件を満たしていることも確認してください。
■

ハードウェアの必要条件

■

オペレーティングシステムの必要条件

■

ネットワークの必要条件（および推奨事項）

■

セキュリティの必要条件

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

CP サーバーのハードウェアの必要条件

必要なハードウェア

説明

ディスク領域

VCS クラスタまたは SFHA クラスタで CP サーバーをホストするに
は、各ホストに次のファイルシステム領域が必要です。
/opt ディレクトリに 550 MB（さらに、言語パッケージに追加の
15 MB が必要）
■ /usr に 300 MB
■

■

/var に 20 MB

■

/etc に 10 MB（CP サーバーデータベース用）

ストレージ

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

RAM

各 CP サーバーに少なくとも 512 MB が必要です。

ネットワーク

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

表 2-3 に、CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョンを示しま
す。アプリケーションクラスタでは、これらのオペレーティングシステムを実行している CP
サーバーを使うことができます。
表 2-3
CP サーバー

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

VCS シングルノードクラスタまた CP サーバーでは、次のオペレーティングシステムがサポートされ
は SFHA クラスタでホストされる ます。
CP サーバー
■ AIX 6.1 および 7.1
■

HP-UX 11i v3

■

Linux:
■ RHEL 5

■

■

RHEL 6

■

SLES 10

■

SLES 11

Solaris 10

サポートされるオペレーティングシステムのレベルやサポートされ
るオペレーティングシステムのアーキテクチャなど、その他の詳細
も確認してください。
そのプラットフォームの『Veritas Cluster Server リリースノート』
または『Veritas Storage Foundation High Availability リリー
スノート』を参照してください。
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以下は CP サーバーのネットワークの必要条件と推奨事項です。
■

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

■

CP サーバーは、これらのネットワークパス上のアプリケーションクラスタとの接続と通
信のために TCP/IP プロトコルを使います。CP サーバーは TCP ポート 14250 を使っ
てアプリケーションクラスタからのメッセージの応答を準備します。これは CP サーバー
の設定中に変更できるデフォルトのポートです。
CP サーバーにアクセスするために複数のネットワークパスを設定することをお勧めし
ます。あるネットワークパスが障害になっても、CP サーバーは再起動を必要とせず、
他の利用可能な仮想 IP アドレスの 1 つで応答準備し続けます。

■

CP サーバーでは、アプリケーションクラスタとの通信時にインターネットプロトコルバー
ジョン 4 またはバージョン 6（IPv4 または IPv6 のアドレス）がサポートされます。CP
サーバーが IPv6 仮想 IP アドレスを使うように設定されている場合は、CP サーバー
がホストされている IPv6 ネットワークにもアプリケーションクラスタが必要です。

■

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

VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー間の安全な通信を実現するため、
次のサポートマトリックスを確認してください。
セキュアモードの CP
サーバー

非セキュアモードの CP
サーバー

セキュアモードの VCS クラスタ

はい

はい

非セキュアモードの VCS クラスタ

はい

はい

セキュアモードの CP サーバークラスタ

はい

いいえ

非セキュアモードの CP サーバークラスタ

いいえ

はい

VCS クラスタ と CP サーバー間の安全な通信のために、次の必要条件と提案事項を考
慮してください。
■

安全な通信環境では、アプリケーションクラスタで使われるすべての CP サーバーは
セキュリティを有効に設定する必要があります。アプリケーションクラスタが使用する
CP サーバーのうち、一部はセキュリティが有効になった状態で実行され、その他はセ
キュリティが無効になった状態で実行されるという構成は、サポートされていません。
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■

CP サーバーとアプリケーションクラスタが非セキュアモードで通信する場合、Symantec
Product Authentication Service を設定する必要はありません。非セキュアモード
では、アプリケーションクラスタユーザーとしての認証は引き続き CP サーバーによっ
て提供されます。実行される認証は、権限があるユーザーが CP サーバーでのユー
ザー権限に応じて適切な操作を実行できることのみを保証します。

アプリケーションクラスタと CP サーバー間の安全な通信の確立については、『Veritas
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

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

Solaris 10 Update 7 以降
Oracle VM Server for SPARC 2.0、2.1
ゲストオペレーティングシステム: Solaris 10

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

VCS のクラスタ属性 UseFence が SCSI3 に設定されている必要があります。

■

すべてのコーディネーションポイントが CP サーバーである必要があります。

サポートされるノードの数
VCS では、最大 64 ノードのクラスタ設定がサポートされます。

製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出
インストールした Veritas 製品と各種必要条件に関する情報を確認するには、いくつもの
方法があります。
既存の製品のバージョンについては、インストールの前後で installer コマンドを
-version オプションとともに使って調べることができます。現在のバージョンの製品をイ
ンストールした後は、/opt/VRTS/install ディレクトリの showversion スクリプトを使って
バージョン情報を見つけることができます。
version オプションまたは showversion スクリプトがシステムで検出する情報には、以

下が含まれます。
■

リリースされているすべての Storage Foundation and High Availability Suite 製
品のインストール済みバージョン

■

必要なパッケージまたはパッチ（該当する場合）で見つからないもの
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■

インストール済み製品に対して SORT（Symantec Operations Readiness Tools）か
ら使用できる更新（パッチやホットフィックスを含む）

バージョンチェックを実行するには

1

メディアをマウントします。

2

-version オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -version system1 system2
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3
VCS のインストール計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のインストール方法

■

標準的な VCS クラスタ設定モデル

VCS のインストール方法
表 3-1 に、VCS のインストールと設定で選択できる様々な方法の一覧を示します。
表 3-1

VCS のインストール方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラを使った対
話式のインストール

次のスクリプトベースインストーラのどちらかを使えま
す。
Veritas 製品インストーラ
複数の Veritas 製品をインストールして設定する
場合に使います。
■ installvcs プログラム
■

VCS のみをインストールして設定する場合に使い
ます。
スクリプトベースのインストーラでは、一連の質問メッ
セージが表示され、入力した情報に基づいて VCS の
インストールと設定が行われます。
Web ベースのインストーラを使った対話式 Web インターフェースを使って VCS のインストールと
のインストール
設定を行えます。
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方法

説明

VCS の応答ファイルを使った自動インス
トール

応答ファイルを使って無人インストールを実行します。
応答ファイルは次のいずれかの方法で生成できます。
インストールの成功後に自動生成された応答ファ
イルを使う。
■ -makeresponsefile オプションを使って応答ファ
イルを作成する。
■

Solaris のコマンドとユーティリティを使った オペレーティングシステムの pkgadd コマンドを使って
手動インストール
VCS をインストールしてから、手動インストールのセク
ションに記述されているように、手動で VCS を設定で
きます。
JumpStart ユーティリティを使って VCS をインストー
ルすることもできます。

VCS インストールプログラムについて
installvcs プログラムには、コマンドラインから、または Veritas 製品のインストーラを

通してアクセスできます。
対話式の VCS インストールプログラムで次のタスクを管理します。
■

VCS のライセンス確認

■

複数のクラスタシステムへの VCS パッケージのインストール

■

VCS の設定（システムごとにいくつかの設定ファイルを作成）

■

VCS プロセスの起動

次のような各種オプション機能の設定も選択できます。
■

SNMP と SMTP の通知

■

セキュアモードの VCS 設定

■

ワイドエリアのグローバルクラスタ機能

■

クラスタ仮想 IP アドレス

設定の途中で installvcs プログラムから入力を要求される情報についてのハイライトを
確認してください。
p.57 の 「VCS のインストールの準備について」 を参照してください。
uninstallvcs プログラムは、installvcs プログラムと対のユーティリティであり、VCS パッ
ケージ をアンインストールします。
p.357 の 「VCS のアンインストールの準備」 を参照してください。
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スクリプトベースのインストーラの機能
スクリプトベースのインストーラでは、VCS のインストール、設定、アップグレード、アンイン
ストールがサポートされます。さらに、次のタスクを実行するためのコマンドオプションも用
意されています。
■

システムが VCS インストールの必要条件を満たしているか確認する
p.70 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してください。

■

現在クラスタ上で以前のバージョンの VCS が動作している場合は VCS をアップグ
レードする
p.262 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照して
ください。

■

VCS のプロセスを開始または停止する
p.494 の 「Veritas 製品のプロセスの開始と停止」 を参照してください。

■

クラスタのセキュアモードでの実行を有効または無効にする
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

■

データ破損を防ぐためにクラスタの I/O フェンシングを設定する
p.135 の 「installvcs プログラム を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を
参照してください。
p.143 の 「installvcs プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を
参照してください。
p.152 の 「installvcs プログラム を使用した仮想環境での非 SCSI-3 サーバーベース
I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

■

シングルノードクラスタを作成する
p.468 の 「インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成」 を参照してくだ
さい。

■

既存のクラスタにノードを追加する
p.383 の 「VCS インストーラを使ったノードの追加」 を参照してください。

■

JumpStart ユーティリティを使って VCS をインストールするために jumpstart の終了
スクリプトを作成する
p.212 の 「JumpStart を使ったインストール」 を参照してください。

■

設定ファイルに保存された値を使って自動インストールを実行する
p.177 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してください。
p.183 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.287 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

installvcs プログラム を対話式で実行
プログラムを実行すると、yes か no の答えを求めるプロンプトが表示されます。通常はこ
れらの質問の後に、［y, n, q, ?］ (y) のような応答セットが用意されています。カッコで囲ま
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れた応答はデフォルトであり、Enter キーを押すと選択されます。プロンプトされている質
問に関するヘルプを表示するには、? と入力します。インストールを中断するには、q と入
力します。
VCS パッケージ のインストールは、ユーザーが情報を確認した後に行われます。ただし、
インストールを中断していた場合は、再び installvcs プログラムを実行する前に、部分的
にインストールされた VCS ファイルを削除する必要があります。
p.357 の 「VCS のアンインストールの準備」 を参照してください。
インストール中、インストーラは情報入力を促すプロンプトを表示します。応答は一定の範
囲や形式に従うことが求められます。インストーラは、入力例を表示します。リストから項目
を選んで入力する場合、リストに表示されている内容を正確に入力してください。
また、インストーラから設定操作に関係する一連の質問への答えを促すメッセージが表示
されます。そのような質問の場合、b を入力すれば、シリーズの最初のメッセージに戻る
ことができます。また、いくつかのセクションについて設定値を入力後、設定された値を確
認する画面になります。その画面で n を入力した場合、確認画面の項目について再入
力することになります。
VCS Java コンソールは、クラスタに含める必要のない単一システムにインストールできま
す。なお、VCS Java コンソールのみのインストールに installvcs プログラムを使用するこ
とはできません。なお、VCS Java コンソールのみのインストールに installvcs プログラム
を使用することはできません。レイアウトの関係でxmlでは削除
p.337 の 「Java コンソールのインストール」 を参照してください。

Web ベースのインストーラについて
Veritas 製品をインストールするには Web ベースのインストーラのインターフェースを使
います。Web ベースのインストーラでは、スクリプトベースのインストーラで実行するタスク
のほとんどを実行できます。
webinstaller スクリプトを使って、Veritas XPortal Server の xprtlwid プロセスを起

動、停止します。webinstaller スクリプトを使って、XPortal Server の状態を確認する
こともできます。
webinstaller スクリプトによって xprtlwid プロセスを起動すると、URL が表示されま

す。この URL を使って、Internet Explorer または Firefox などの Web ブラウザから
Web ベースのインストーラにアクセスします。
Web インストーラが動作しているときは常に、Web インストーラでログファイルが作成され
ます。インストール処理が実行されているときは、ログファイルは /var/tmp ディレクトリの
下にあるセッションベースのディレクトリに配置されます。インストール処理が完了した後
は、ログファイルは /opt/VRTS/install/logs ディレクトリに配置されます。監査、デバッ
グ、今後の使用のために、これらのファイルを保存することをお勧めします。
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Veritas XPortal Server の設定ファイルの場所は
/var/opt/webinstaller/xprtlwid.conf です。
p.159 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使う前に」 を参照してください。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

応答ファイルについて
インストーラは、インストール、設定、アンインストール、アップグレードなどのインストーラ
タスクを実行した後に「応答ファイル」を生成します。 これらの応答ファイルには、インス
トーラからの質問に対してユーザーが回答した詳細情報が、応答ファイルの変数に対す
る値の形式で含まれています。 また、応答ファイルには、変数や変数の値の概要や説明
も含まれています。
インストーラの -makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもで
きます。
インストーラは、各インストーラタスクが正常に終了するたびに、応答ファイルの場所を表
示します。応答ファイルは、インストール関連ログファイルのデフォルトの場所
（/opt/VRTS/install/logs）に保存されます。-logpath オプションを使って異なるログパ
スを指定すると、指定したパスに応答ファイルが保存されます。
応答ファイル名の形式は /opt/VRTS/install/logs/installscript-YYYYMMDDHHSSxxx
/installscript-YYYYMMDDHHSSxxx.response です。
■

installscript は installer、webinstaller、installvcs プログラム、または uninstallvcs
プログラムです。

■

YYYYMMDDHHSS は installscript が実行された日時、xxx はスクリプトがインストー
ルインスタンスに対して生成する 3 つのランダムな英字です。

たとえ
ば、/opt/VRTS/install/logs/installer-200910101010ldS/installer-200910101010ldS.response
のようになります。
必要な場合は、インストーラの -responsefile オプションを使って無人インストールを実
行するように応答ファイルをカスタマイズできます。この自動インストールの方法は以下の
場合に有用です。
■

大規模な VCS クラスタを設定するためにインストールを複数回実行する場合。
p.177 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してください。

■

大規模な VCS クラスタの複数のシステムで VCS をアップグレードする場合。
p.287 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

■

大規模な VCS クラスタの複数のシステムから VCS をアンインストールする場合。
p.363 の 「応答ファイルを使った VCS のアンインストール」 を参照してください。
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応答ファイルに使われる構文
応答ファイルの変数に含まれている Perl 文の構文は様々です。それは変数にスカラー
やリストの値が必要かどうかによります。
たとえば、文字列値の場合は次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}="value";

スカラー値の場合は、次のようになります。
$CFG{Scalar_variable}=123;

リストの場合は、次のようになります。
$CFG{List_variable}=["value", "value", "value"];

標準的な VCS クラスタ設定モデル
VCS クラスタは、様々なフェールオーバーの設定、ストレージの設定、クラスタトポロジー
をサポートしています。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
標準的な VCS 設定モデルのいくつかを次に示します。
■

2 つのノードがある基本的な VCS クラスタ
p.47 の 「2 ノードの VCS クラスタの標準的な設定」 を参照してください。

■

セキュアモードの VCS クラスタ
p.47 の 「セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定」 を参照してください。

■

Veritas Operations Manager（VOM）を使って集中管理される VCS クラスタ
p.48 の 「VOM で管理された VCS クラスタの標準的な設定」 を参照してください。

■

データ保護のために I/O フェンシングを使う VCS クラスタ
p.90 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタの設定」
を参照してください。
p.91 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを使った VCS クラスタ の標準設定」 を
参照してください。

■

グローバルクラスタ、RDC、キャンパスクラスタなど、ディザスタリカバリ用の VCS クラス
タ
ディザスタリカバリのクラスタ設定モデルについて詳しくは、『Veritas Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。
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2 ノードの VCS クラスタの標準的な設定
図 3-1 は、2 つの Solaris SPARC システムがある単純な VCS クラスタ設定を示していま
す。
標準的な 2 ノードの VCS クラスタ（Solaris SPARC システム）

図 3-1

: nebula

ノード: galaxy
qfe:0

VCS プライベート
ネットワーク

qfe:0
qfe:1

qfe:1

hme0

hme0

パブリックネットワーク

クラスタ名: vcs_cluster2
クラスタ id: 7

図 3-2 は、2 つの Solaris x64 システムがある単純な VCS クラスタ設定を示しています。
標準的な 2 ノードの VCS クラスタ（Solaris x64 システム）

図 3-2

ノード: nebula

ノード: galaxy
e1000g:0

e1000g:0

e1000g:1

e1000g:1

VCS プライベート
ネットワーク

bge0

bge0

パブリックネットワーク

クラスタ名: vcs_cluster2
クラスタ id: 7

セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定
VCS のセキュアモードを有効にすれば、システム間のすべての通信の暗号化およびユー
ザーに対するセキュリティ信用証明の検証が保証されます。
図 3-3 は、セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定を示しています。

47

48

第 3 章 VCS のインストール計画
標準的な VCS クラスタ設定モデル

セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定

図 3-3
複数のクラスタ
クラスタ 1

クラスタ 2

各ノードはルートであり、認証ブロ
ーカーとして機能する

各ノードはルートであり、認証ブロ
ーカーとして機能する

単一のクラスタ
ノー
ド1

ノー
ド2

ノー
ド3

各ノードはルートであり、認証ブローカーとして機能する

VOM で管理された VCS クラスタの標準的な設定
Veritas Operations Manager（VOM）には、Veritas Storage Foundation and High
Availability 製品用の集中型管理コンソールが用意されています。
p.25 の 「Veritas Operations Manager について」 を参照してください。
図 3-4 は、Veritas Operations Manager を使って集中的に管理される VCS クラスタの、
標準的な設定を示しています。
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VOM で管理されたクラスタの標準的な設定

図 3-4

VOM Central Server Symantec Product
Authentication Service

1

2
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4
VCS のライセンス確認
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas 製品のライセンスについて

■

VCS ライセンスキーの取得

■

Veritas 製品のライセンスキーのインストール

Veritas 製品のライセンスについて
ライセンスキーなしで Veritas 製品をインストールすることもできます。ライセンスなしでイ
ンストールしても、ライセンスを入手する必要性がなくなるわけではありません。ソフトウェ
アライセンスは、著作権によって保護されているソフトウェアの使用法または再配布につ
いて規定する法的文書です。管理者と企業の担当者は、インストールする製品に見合っ
たレベルのライセンスの権利がサーバーまたはクラスタに付与されていることを確認する
必要があります。シマンテック社は、監査により権利と遵守について確認できる権利を留
保します。
この製品のライセンス取得中に問題が発生した場合は、シマンテック社ライセンスサポー
ト Web サイトを参照してください。
www.symantec.com/techsupp/
Veritas 製品のインストーラでは、次のライセンス方法のうち 1 つを選択するように求めら
れます。
■

インストールする製品と機能のライセンスキーをインストール。
シマンテック製品を購入すると、ライセンスキー証明書が付属しています。証明書に
は、製品キーと購入した製品ライセンス数が明確に記されています。

■

ライセンスキーなしでインストールを続行する。
インストーラによって、インストールする製品モードとオプションの入力を求めるプロン
プトが表示され、必要な製品レベルが設定されます。
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このオプションを選択してから 60 日以内に、権利を付与されたライセンスレベルに対
応した有効なライセンスキーをインストールするか、Veritas Operations Manager
（VOM）のような管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することによってキー
レスライセンス状態で利用し続ける必要があります。前述の条項に従わない場合、シ
マンテック社の製品を使い続けることはエンドユーザー使用許諾契約違反となるた
め、警告メッセージが表示されます。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
以前のリリースの Veritas ソフトウェアからのこのリリースにアップグレードする場合、製品
インストーラによって、インストール済みのライセンスキーが変更されることはありません。
既存のライセンスキーでは、このリリースの新しい機能がアクティブにならないことがありま
す。
製品インストーラを使ってアップグレードするか、製品インストーラを使わない方法でイン
ストールまたはアップグレードする場合は、次のいずれかの方法で製品のライセンスを付
与する必要があります。
コマンドを実行して、購入した製品の製品レベルを設定。このオプション
では、管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理する必要もあります。
p.209 の 「キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定または変更」 を参照し
てください。
vxkeyless(1m) のマニュアルページを参照してください。

■ vxkeyless

■ vxlicinst コマンドを使って、購入した製品の有効な製品ライセンスキーをインストー

ルする。
p.53 の 「Veritas 製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
vxlicinst（1m） のマニュアルページを参照してください。
使用が許可された別のレベルに製品レベルを変更するためにこれらのオプションを使う
こともできます。たとえば、インストールされた製品にレプリケーションオプションを追加で
きます。使用中の製品レベルとオプションの適切なライセンスを有することを確認する必
要があります。
メモ: ある製品グループから別の製品グループに変更するためには、追加の手順を実行
する必要がある場合があります。

VCS ライセンスキーの取得
キーレスライセンス付与を使わないことに決定した場合は、 VCS のライセンスキーを取得
し、インストールする必要があります。
p.51 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。
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この製品にはライセンスキー証明書が含まれます。証明書には、製品キーと購入した製
品ライセンス数が明確に記されています。購入したライセンス数と種類に応じたしたシス
テムに製品をインストールできます。キーは、証明書で指定されたよりも多くの製品の操
作を有効にする場合があります。ただし、法的には購入した製品ライセンス数に限定され
ます。製品インストール手順でキーをアクティブにする方法を説明します。
ソフトウェアのライセンスキーを登録し、受け取るためには、次のサイトから Symantec
Licensing Portal に移動します。
https://licensing.symantec.com
ソフトウェア製品のライセンス文書があることを確認します。この文書の情報がシマンテッ
ク製品のライセンスキーを取得し、管理するために必要です。ライセンスキーを受け取っ
た後、製品をインストールできます。
『License Portal User Guide』と FAQ にアクセスするためにこのサイトで［ヘルプ（Help）］
のリンクをクリックします。
VRTSvlic パッケージを使うと、製品のライセンスに関する作業が行えます。VRTSvlic の
インストール後に使うことができるコマンドについては、以下を参照してください。
p.53 の 「Veritas 製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
ライセンスを購入したシマンテック製ソフトウェアの製品のみをインストールできます。付属
ソフトウェア CD はライセンスを購入しなかった他の製品を含む場合があります。

Veritas 製品のライセンスキーのインストール
VRTSvlic パッケージを使うと、製品のライセンスに関する作業が行えます。VRTSvlic を
インストールすると、次のコマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになります。
vxlicinst

Symantec 製品のライセンスキーをインストール
します。

vxlicrep

現在インストールされているライセンスを表示し
ます。

vxlictest

ライセンスキーにエンコードされている機能およ
びその説明を取得します。

同梱のソフトウェアディスクに他の製品が含まれる場合でも、使えるのはライセンスを購入
したシマンテック社のソフトウェア製品のみです。
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新しいライセンスをインストールするには
◆

次のコマンドを実行します。クラスタ環境では、クラスタ内のノードごとにコマンドを実
行します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicinst -k xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxx

2
インストール前のタスク

■

第5章 VCS のインストールの準備
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5
VCS のインストールの準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のインストールの準備について

■

インストール前タスクの実行

■

VCS のインストールと設定に関する情報の準備

VCS のインストールの準備について
インストール前のタスクを実行する前に、必ずインストールの必要条件を見直し、ベーシッ
クハードウェアを設定し、VCS のセットアップを計画します。
p.31 の 「VCS の重要なプリインストール情報」 を参照してください。

インストール前タスクの実行
表 5-1 は、VCS のインストールの前に実行する必要のあるタスクを示しています。
表 5-1

インストール前のタスク

タスク

参照

キーレスライセンスを使わ
ない場合は、ライセンス
キーを取得する

p.52 の 「VCS ライセンスキーの取得」 を参照してください。

プライベートネットワークを p.58 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
設定する
システム間の通信を有効に p.489 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。
する
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タスク

参照

クラスタシステムで ssh を設 p.489 の 「クラスタシステムでの ssh の設定」 を参照してください。
定する
I/O フェンシング用に共有 p.62 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
ストレージを設定する（オプ
ション）
PATH 変数と MANPATH p.66 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。
変数を設定する
p.66 の 「MANPATH 変数の設定」 を参照してください。
SPARC システムでアボート p.67 の 「SPARC システムでのアボートシーケンスの無効化」 を参照
シーケンスを無効にする
してください。
LLT メディアの速度を最適 p.68 の 「プライベート NIC の LLT メディア速度設定の最適化」 を参
にするために基本情報を見 照してください。
直す
LLT 相互接続の設定に有 p.68 の 「LLT 相互接続のメディア速度設定に関するガイドライン」 を
効なガイドラインを見直す 参照してください。
Oracle 社製の Java Run 手順については、Oracle のマニュアルを参照してください。
Time Environment で必
要なパッチをインストール
する
ゾーン環境を準備する

p.69 の 「ゾーン環境の準備」 を参照してください。

製品ディスクをマウントする p.69 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。
インストールの前にシステ
ムを確認する

p.70 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してください。

プライベートネットワークの設定
VCS では、クラスタを構成するシステム間にプライベートネットワークを設定する必要があ
ります。プライベートネットワークを設定するには、NIC または集約インターフェースを使う
ことができます。
ハブの代わりにネットワークスイッチを使うことができます。ただし、Oracle システムではデ
フォルトで、すべてのインターフェースに同じ MAC アドレスが割り当てられます。したがっ
て、ネットワークに 2 つ以上のインターフェースを接続すると問題が発生する可能性があ
ります。
たとえば、次のような場合を考えてください。
■

IP アドレスが 1 つのインターフェース、LLT がもう 1 つのインターフェースに設定され
ている
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■

どちらのインターフェースも 1 つのスイッチに接続されている（別々の VLAN を想定）

2 つのスイッチポートの MAC アドレスが重複すると、そのスイッチから LLT インターフェー
スへの IP トラフィックのリダイレクトが不正確になる可能性があります（逆の場合も同様）。
この問題を回避するには、eeprom(1M) パラメータの local-mac-address を true に設定
して、一意の MAC アドレスが割り当てられるようにシステムを設定します。
次の製品では、分散ロックでプライベートクラスタの相互接続が頻繁に使われます。
■

Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）

■

Verotas Storage Foundation for Oracle RAC（SF Oracle RAC）

シマンテック社は、パフォーマンス特性の理由から、SFCFS と SF Oracle RAC のクラスタ
ではネットワークスイッチを使うことをお勧めしています。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照して、VCS のパフォーマンスに関する考
慮事項を見直してください。
図 5-1 は VCS を使用する 2 つのプライベートネットワークを示します。
図 5-1

プライベートネットワークの設定: 2 ノードクラスタと 4 ノードクラスタ

パブリックネットワーク

パブリックネットワーク

プライベート
ネットワーク

プライベートネットワーク

スイッチまたはハブ

クラスタノード間の 2 つの独立したネットワークが個別のネットワークスイッチを持つように
設定することを推奨します。高度な障害保護のために複数のレイヤー 2 スイッチを相互
接続することもできます。LLT のそのような接続はクロスリンクと呼ばれます。
図 5-2 はネットワークスイッチがクロスリンクされているプライベートネットワークの設定を
示します。
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クロスリンクされたプライベートネットワークの設定

図 5-2
パブリック
ネットワーク

プライベート
ネットワーク
クロスリンク

プライベートネットワークを設定するには

1

必要なネットワークインターフェースカード（NIC: Network Interface Card）を取り付
けます。
これらのカードを使ってプライベートネットワークを設定する場合は、集約インター
フェースを作成します。

2

各システムで VCS プライベートイーサネットコントローラを接続します。

3

各 VCS 通信ネットワークにクロスオーバーイーサネットケーブル、スイッチ、または独
立したハブを使います。クロスオーバーイーサネットケーブルは、2 つのシステムで
のみサポートされます。
次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

スイッチまたはハブの電源は別々にとる。

■

プライベートネットワークの冗長性を確保するために、各システムでポートごとに
別のカード、つまり 2 枚のネットワークカードを使う。

■

ネットワークインターフェースが集約インターフェースの一部である場合は、LLT
の下でネットワークインターフェースを設定しないでください。ただし、LLT の下
で集約インターフェースを設定できます。

■

LLT プライベート相互接続のイーサネットスイッチを設定するときは、相互接続
に使われるポートのスパンツリーアルゴリズムを無効にしてください。

ハートビートの接続の設定のプロセス中に、システム間の通信がすべて解除される
エラーを考慮します。
次のような状況では、データが破損する可能性があります。
■

システムが引き続き稼動している。

■

システムが共有ストレージにアクセスできる。
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4

オートネゴシエーションプロトコルが使われないように、プライベートネットワークで使
われるイーサネットデバイスを設定します。オートネゴシエーションプロトコルが使わ
れない場合は、クロスオーバーケーブルを使うとより安定した設定を実現できます。
このような安定した設定を実現するには、次の操作のいずれかを実行します。
■

/etc/system ファイルを編集して、システム全体のすべてのイーサネットデバイ
スでオートネゴシエーションを無効にする。

■

/kernel/drv ディレクトリで qfe.conf または bge.conf ファイルを作成して、プラ
イベートネットワークで使われる各デバイスでオートネゴシエーションを無効にす
る。

これらの方法について詳しくは、Oracle 社イーサネット製品のマニュアルを参照して
ください。

5

ネットワーク接続をテストします。一時的にネットワークアドレスを割り当て、telnet
または ping を使って通信を確認します。
LLT は、TCP/IP ではなく独自のプロトコルを使います。したがって、プライベートネッ
トワーク接続が LLT 通信専用であり、TCP/IP のトラフィックには使われないようにす
る必要があります。この必要条件を確認するには、unplumb を実行して、ネットワー
クインターフェースに設定されている一時 IP アドレスの設定を解除します。
設定時にクラスタにプライベートネットワークが設定されます。
LLT を手動で設定することもできます。
p.219 の 「LLT の手動設定」 を参照してください。

Veritas インストーラでの ssh または rsh の使用について
インストーラにより、システム間でパスワードを使わないセキュアシェル（ssh）通信またはリ
モートシェル（rsh）通信が使われます。オペレーティングシステムに付属の ssh デーモン
または rsh デーモンが使われます。インストール時に、使いたい通信方法を選択します。
それから、インストール先システムのスーパーユーザーパスワードを入力します。システム
間の ssh 通信または rsh 通信は、インストール処理が完了すると削除されます（インス
トールが突然終了した場合を除く）。インストールが突然終了した場合は、インストールス
クリプトの -comcleanup オプションを使って、システムから ssh 設定または rsh 設定を削
除してください。
インストール、設定、アップグレード（必要時）、アンインストールのシナリオではほとんどの
場合、インストーラを使って対象システムの ssh または rsh を設定できます。次のシナリ
オでは、手動で ssh または rsh を設定する必要があります。
■

既存のクラスタに新しいノードを追加する場合。

■

段階的アップグレードで、ノードがサブクラスタ内にある場合。

■

応答ファイルを使ってインストーラセッションを実行する場合。
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p.489 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

共有ストレージの設定
以降の項では、クラスタシステムが共有する SCSI およびファイバーチャネルのデバイス
の設定方法について説明します。
I/O フェンシングでは、データディスクが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートして
いる必要があります。SCSI-3 PR をサポートするコーディネータディスクグループを設定
し、それが機能することを確認する必要があります。
p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
I/O フェンシングの説明については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』も参照して
ください。

共有ストレージの設定: SCSI ディスク
SCSI デバイスが共有ストレージ用に使われる場合、各ノードの SCSI アドレスまたは SCSI
イニシエータ ID が一意である必要があります。各ノードのデフォルトの SCSI アドレスは
通常は 7 なので、競合を避けるために 1 つ以上のノードのアドレスを変更する必要があ
ります。次の例では、2 つのノードが SCSI デバイスを共有しています。nvedit コマンド
を使って nvramrc スクリプトを編集し、1 つのノードの SCSI アドレスを 5 に変更していま
す。
SCSI バスを共有するシステムが 2 つ以上ある場合は、次の手順を実行します。
■

同じ手順を使って共有ストレージを設定します。

■

次の前提条件を満たしていることを確認してください。
■

どのシステムよりも前にストレージデバイスの電源が入っていること

■

各ノードのアドレスが一意の値に設定されるまでは一度に 1 つのノードのみが動
作していること

共有ストレージを設定するには

1

ストレージに接続する各ノードで必要な SCSI ホストアダプタを取り付け、ストレージ
にケーブルで接続します。
ホストアダプタ、ストレージ、システムに付属のマニュアルを参照してください。

2

両方のノードの電源が切れている状態で、ストレージデバイスの電源を入れます。

3

システムの電源を入れますが、ブートしないでください。必要に応じて、ok プロンプ
トを使うことができるようにシステムを停止します。
アドレスの競合を避けるため、一度に 1 つのシステムのみが動作するようにする必
要があります。
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4

ホストアダプタへのパスを見つけます。
{0} ok show-disks
...b) /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000/sd

出力例には、1 つのホストアダプタへのパスが出力されています。/sd ディレクトリな
しのパス情報を nvramrc スクリプトに取り込む必要があります。パス情報はシステム
によって異なります。

5

nvramrc スクリプトを編集し、scsi-initiator-id を 5 に変更します。（『Solaris

OpenBoot 3.x Command Reference Manual』に、nvedit コマンドとキー操作の
詳細なリストが記載されています。)次に例を示します。
{0} ok nvedit

スクリプトを編集するときには、次の点に注意してください。
■ nvedit
■

コマンドを入力すると、0:、1:、2: のように各行に番号が付けられます。

scsi-initiator-id が設定される行で、最初の引用符の後（scsi-initiator-id の
前）に正確に 1 つのスペースを挿入してください。

この例では、nvramrc スクリプトを次のように編集します。
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

probe-all
cd /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000
5 " scsi-initiator-id" integer-property
device-end
install-console
banner
<CTRL-C>
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6

nvramrc スクリプトに加えた変更を保存します。加えた変更は保存するまで一時的

なものです。
{0} ok nvstore

加えた変更が適切かどうかがわからない場合は、スクリプトを再編集してから保存す
ることもできます。次のコマンドを入力すると、nvramrc スクリプトの内容を表示でき
ます。
{0} ok printenv nvramrc

ファイルを再編集して訂正できます。
{0} ok nvedit

必要に応じて、次のコマンドを入力して変更を破棄することもできます。
{0} ok nvquit

7

ノードで nvramrc スクリプトを使うように OpenBoot PROM Monitor を設定します。
{0} ok setenv use-nvramrc? true

8

ノードを再ブートします。必要に応じて、ok プロンプトを使うことができるようにシステ
ムを停止します。
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9

scsi-initiator-id が変わったことを確認します。ok プロンプトに移動します。
show-disks コマンドの出力を参照して、ホストアダプタのパスを見つけます。次に、
それらのパスのプロパティを表示します。次に例を示します。
{0} ok show-disks
...b) /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000/sd
{0} ok cd /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000
{0} ok .properties
scsi-initiator-id

00000005

ブートを続けることを許可します。

10 2 つ目のノードをブートします。必要に応じて、ok プロンプトを使うためにシステムを
停止します。scsi-initiator-id が 7 であることを確認します。show-disks コマンド
の出力を参照して、ホストアダプタのパスを見つけます。次に、それらのパスのプロ
パティを表示します。次に例を示します。
{0} ok show-disks
...b) /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000/sd
{0} ok cd /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000
{0} ok .properties
scsi-initiator-id

00000007

ブートを続けることを許可します。

共有ストレージの設定: ファイバーチャネル
ファイバーチャネルを設定するには、次の手順を実行します。
共有ストレージを設定するには

1

必要な FC-AL コントローラを取り付けます。

2

同じハブまたはスイッチに FC-AL コントローラと共有ストレージデバイスを接続しま
す。
すべてのシステムから、重要なアプリケーションを実行するために必要なすべての
共有デバイスが見えている必要があります。 ファイバースイッチ用のゾーンを実装す
る場合は、ゾーンを設定しても各システムからこれらの共有デバイスが見えているこ
とを確認してください。

3

再設定デバイスオプション付きで各システムをブートします。
ok boot -r

4

すべてのシステムがブートしたら、format(1m) コマンドを使って、各システムからす
べての共有デバイスが見えることを確認します。
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Volume Manager が使われている場合、同じ数の外部ディスクデバイスが表示され
る必要がありますが、デバイス名（c#t#d#s#）は異なっていることがあります。
Volume Manager が使われていない場合は、次の必要条件を満たしている必要が
あります。
■

同じ数の外部ディスクデバイスが表示される必要があります。

■

デバイス名はすべてのシステム上のすべてのデバイスで同じである必要がありま
す。

PATH 変数の設定
インストールコマンドやその他のコマンドは、/opt/VRTS/bin ディレクトリに置かれていま
す。このディレクトリを環境変数 PATH に追加します。
/opt/VRTSvcs/bin ディレクトリ内にカスタムスクリプトがある場合は、必ず環境変数 PATH
に /opt/VRTSvcs/bin ディレクトリを追加してください。
PATH 変数を設定するには
◆

次のいずれかを実行します。
■

Bourne シェル（sh）、Bourne-again シェル（bash）、または Korn シェル（ksh）
の場合は、次のように入力します。
$ PATH=/opt/VRTS/bin:$PATH; export PATH

■

C シェル（csh）または拡張された C シェル（tcsh）の場合は、次のように入力しま
す。
$ setenv PATH :/opt/VRTS/bin:$PATH

MANPATH 変数の設定
マニュアルページを表示するために MANPATH 変数を設定します。
MANPATH 変数を設定するには
◆

次のいずれかを実行します。
■

Bourne シェル（sh）、Bourne-again シェル（bash）、または Korn シェル（ksh）
の場合は、次のように入力します。
$ MANPATH=/opt/VRTS/man:$MANPATH; export MANPATH

■

C シェル（csh）または拡張された C シェル（tcsh）の場合は、次のように入力しま
す。
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% setenv MANPATH /usr/share/man:/opt/VRTS/man

SPARC システムでのアボートシーケンスの無効化
大部分の UNIX オペレーティングシステムには、「中断」や「コンソールアボート」を実行
する方法が用意されています。ハングアップしたシステムを強制終了すると、クラスタの
ハートビートが停止するという問題が必ず発生します。強制終了されたノードが障害のあ
るノードであると、その他のクラスタメンバーが判断すると、これらのクラスタメンバーが修
正処理を開始する場合があります。
次の点に注意してください。
■

システムの強制終了後に実行する必要のある唯一の処理は、次の内容を実現するた
めにシステムをリセットすることです。
■

データ整合性を確保する

■

クラスタが追加の修正処理を実行しないようにする

■

クラスタメンバーシップが変更され、フェールオーバー処理がすでに実行中である場
合もあるため、プロセッサを再開しないでください。

■

SPARC システムの潜在的な問題を取り除くには、OpenBoot eeprom で go 機能に
エイリアスを設定して、メッセージを表示する必要があります。

go 機能にエイリアスを設定してメッセージを表示するには

1

ok プロンプトで、以下のように入力します。
nvedit

2

Ctrl+L を押して、nvramrc バッファの現在の内容を表示します。

3

エディタでバッファの最終行が表示されるまで Ctrl+N を押します。

4

次の行を正確に追加します。各行を追加した後に Enter キーを押します。
." Aliasing the OpenBoot 'go' command! "
: go ."It is inadvisable to use the 'go' command in a clustered
environment. " cr
." Please use the 'power-off' or 'reset-all' commands instead. "
cr
." Thank you, from your friendly neighborhood sysadmin." ;

5

Ctrl+C を押して、nvramrc エディタを終了します。
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6

エラーがないことを確認するには、nvrun コマンドを入力します。次のテキストのみ
が表示されます。
Aliasing the OpenBoot 'go' command!

7

nvstore コマンドを入力して、今後のリブートで不揮発性 RAM（NVRAM）が使用さ

れるように変更します。

8

これらのコマンドを実行した後にリブートすると、次の出力が表示されます。
Aliasing the OpenBoot 'go' command! go isn't unique.

プライベート NIC の LLT メディア速度設定の最適化
クラスタノード間の LLT 通信を最適化するには、各ノードのインターフェースカードで同
じメディアスピード設定を使う必要があります。 また、LLT 相互接続に使われるハブまた
はスイッチの設定は、インターフェースカードの設定と一致する必要があります。 設定が
正しくない場合、ネットワークの処理速度が低下するだけではなく、ネットワーク障害の原
因になることがあります。
プライベート NIC のメディア速度を変更する場合は、LLT パフォーマンスを向上させるた
めに低速度の低優先度リンクとして NIC を設定することをお勧めします。

LLT 相互接続のメディア速度設定に関するガイドライン
LLT 相互接続のメディア速度設定に関する次のガイドラインを確認します。
■

各ノードの各イーサネットカードで、同じメディア速度を手動設定することを推奨しま
す。
プライベート NIC に異なるメディア速度を使う場合は、LLT のパフォーマンスを向上
させるために、速度が低いほうの NIC を優先度の低いリンクとして設定することをお
勧めします。

■

LLT 相互接続のハブまたはスイッチがある場合は、そのハブまたはスイッチポートを、
各ノードのカードと同じ設定にします。

■

クロスオーバーケーブルを使って直接イーサネットリンクに接続している場合は、メディ
ア速度を双方のカードに共通の最大値（通常は 1000_Full_Duplex）に設定すること
をお勧めします。

特定のデバイスのメディア速度設定について詳しくは、このマニュアルには記載されてい
ません。詳しくは、デバイスのマニュアルを参照してください。
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ゾーン環境の準備
ゾーン環境で VCS をインストールまたはアップグレードするときは、次の項目に留意する
必要があります。
■ installer プログラムを使って VCS をインストールまたはアップグレードするときに、

すべてのゾーンは、切断またはマウント解除されているものを除いてアップグレードさ
れます（グローバルと非グローバルの両方）。
■

グローバルゾーンで VCS パッケージをインストールまたはアップグレードする前に、
すべての非グローバルゾーンがブートされ、実行中の状態であることを確認します。
アップグレード時に非グローバルゾーンがマウントされておらず、実行中でない場合
は、それぞれの非グローバルゾーンの各パッケージを手動でアップグレードする必要
があります。

■

非グローバルゾーンで実行されている Solaris 10 システムに VCS をインストールす
る場合は、非グローバルゾーンが /opt ディレクトリを継承していないことを確認する必
要があります。次のコマンドを実行して /opt ディレクトリが inherit-pkg-dir 節にない
ことを確認します。
# zonecfg -z zone_name info
zonepath: /export/home/zone1
autoboot: false
pool: yourpool
inherit-pkg-dir:
dir: /lib
inherit-pkg-dir:
dir: /platform
inherit-pkg-dir:
dir: /sbin
inherit-pkg-dir:
dir: /usr

出力に /opt ディレクトリが表示された場合は、ゾーンの設定から /opt ディレクトリを
削除し、ゾーンを再インストールします。

製品ディスクのマウント
VCS ソフトウェアをロードするためのスーパーユーザー（root）権限を持っている必要が
あります。

69

70

第 5 章 VCS のインストールの準備
インストール前タスクの実行

製品ディスクをマウントするには

1

VCS をインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。
VCS をインストールするシステムは、クラスタの一部でない必要があります。システム
は同じサブネット内である必要があります。

2

製品ディスクを、システムに接続されている DVD ドライブに挿入します。

3

システムで Solaris ボリューム管理ソフトウェアが動作している場合は、ソフトウェア
ディスクは自動的に /cdrom/cdrom0 としてマウントされます。

4

Solaris のボリューム管理ソフトウェアを使って DVD をマウントできない場合は、手
動でマウントする必要があります。ソフトウェアディスクを挿入した後に、次のように入
力します。
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom

ここで、c0t6d0s2 はディスクドライブのデフォルトアドレスを表します。

インストール前の自動チェックの実行
VCS ソフトウェアのインストールを開始する前に、VCS をインストールしようとしているシス
テムの準備ができているかどうかをチェックできます。インストール前のチェックを開始す
るコマンドは、次のとおりです。
installvcs -precheck system1 system2 ...

また、installer -precheck コマンドを実行することもできます。
p.26 の 「Symantec Operations Readiness Tools」 を参照してください。
Veritas Operation Service を使って、VCS をインストールするための設定を評価できま
す。
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システムをチェックするには

1

installvcs プログラムのあるフォルダに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0/cluster_server

2

インストール前のチェックを開始します。
# ./installvcs -precheck galaxy nebula

プログラムは非対話式で実行され、ライセンス、パッケージ、ディスクスペース、シス
テム間通信などをチェックします。

3

プログラムがチェックの結果を表示し、チェックの結果をログファイルに保存したら、
その出力を確認します。
p.417 の 「installvcs プログラムのコマンドオプション」 を参照してください。

停止したクラスタの VCS 設定ファイルの再フォーマット
VCS 設定ファイル（たとえば、main.cf または types.cf ファイル）を手動で編集すると、イ
ンストーラによるクラスタの設定情報の誤った解釈を引き起こすフォーマット問題が発生
する可能性があります。
設定ファイルを手動で編集した場合、インストールプログラムを実行する前に、次のいず
れかの操作を行う必要があります。
■

実行中のクラスタで、haconf -dump コマンドを実行する。このコマンドは設定ファイ
ルを保存し、その設定ファイルにフォーマットエラーがないことを確認してからインス
トーラを実行します。

■

動作していないクラスタで、hacf -cftocmd コマンドと hacf -cmdtocf コマンドを順
番に実行し、設定ファイルの書式を整える。

メモ: 設定ファイルを編集する前に、設定ファイルのコピーのバックアップを作成すること
を忘れないでください。
設定ファイルを手動で変更した場合も、インストーラを使用して次の処理を行う前に、この
手順を実行する必要があります。
■

VCS のアップグレード

■

VCS のアンインストール

main.cf ファイルと types.cf ファイルについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理
者ガイド』を参照してください。
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実行中のクラスタの設定ファイルを正しいフォーマットで表示するには
◆

設定ファイルを正しいフォーマットで表示するには、次のコマンドを実行します。
# haconf -dump

停止したクラスタの設定ファイルを正しいフォーマットで表示するには
◆

設定ファイルを正しいフォーマットで表示するには、次のコマンドを実行します。
# hacf -cftocmd config
# hacf -cmdtocf config

VCS のインストールと設定に関する情報の準備
インストールと設定の際に、VCS インストーラからいくつかの情報の入力を求められます。
インストールと設定を実行する前に次の情報を確認して、必要なことをすでに決定し、必
要な情報の準備ができていることを確認してください。
表 5-2 は、VCS パッケージをインストールするために必要な情報の一覧です。
表 5-2

VCS パッケージをインストールするための情報

情報

説明とサンプル値

システム名

VCS をインストールするシステム名
例: galaxy、nebula

必要とされるライセンス
キー

キーレスライセンスを使う場合は、ライセンスキーを入手する必要はあ
りません。ただし、クラスタを管理するために 60 日以内に管理サーバー
を設定する必要があります。
p.51 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。
インストールの種類に応じて、次のキーがあります。
■

有効なサイトライセンスキー

■

有効なデモライセンスキー

■

VCS グローバルクラスタの有効なライセンスキー

p.52 の 「VCS ライセンスキーの取得」 を参照してください。

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

インストールするパッケー ■ 最小パッケージ（Minimum パッケージ） - 基本的な VCS の機能
ジの決定
を提供します。
■ 推奨パッケージ（Recommended パッケージ） - 拡張機能なしで
VCS のすべての機能を提供します。
■ すべてのパッケージ（All パッケージ） - VCS の拡張機能を提供し
ます。
デフォルトのオプションでは、推奨パッケージがインストールされます。
p.206 の 「VCS パッケージのリストの表示」 を参照してください。

表 5-3 は、VCS クラスタの名前と ID の設定に必要な情報の一覧です。
表 5-3

VCS クラスタの名前と ID の設定に必要な情報

情報

説明とサンプル値

設定する値

クラスタ名

クラスタ名の先頭文字は、必ず英字にする必要があります。クラスタ名
に使える文字は、「a」-「z」、「A」-「Z」、数字の「0」-「9」、ハイフン「-」、
下線「_」のみとなっています。
例: my_cluster

重複のないクラスタ ID

0 から 65535 の範囲の数値です。複数の個別のクラスタが同じネット
ワークを共有する場合、各クラスタのクラスタ ID は一意である必要が
あります。
例: 12133

表 5-4 は、VCS プライベートハートビートリンクの設定に必要な情報の一覧です。
表 5-4

VCS プライベートハートビートリンクの設定に必要な情報

情報

説明とサンプル値

LLT の設定方法の決定

イーサネット上での LLT または UDP 上での LLT を設定できます。
ハードウェア必要条件のために UDP 上での LLT を使う必要がある場
合以外は、イーサネット上での LLT を使うようにハートビートリンクを設
定することをお勧めします。UDP 上での LLT を設定する場合は、必
ず前提条件を満たしてください。
p.471 の 「LLT での UDP 層の使用」 を参照してください。

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

選択する設定モードの決 3 つのオプションがあります。
定
■ 1. イーサネット上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する
■

2. UDP 上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する

■

3. イーサネット上での LLT の設定を自動的に検出する

オプション 1 と 2 の詳細は手動で入力する必要がありますが、オプショ
ン 3 の詳細は自動的に検出されます。
オプション 1 の場合

■

イーサネット上での LLT

システム間のプライベートネットワークで使う NIC のデバイス名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェース
カード（通常、SPARC の場合は hme0、x64 の場合は bge0）は使
わないでください。
たとえば、SPARC システムの場合: qfe0、qfe1
たとえば、x64 システムの場合: e1000g1、e1000g2

■

すべてのシステムで同じ NIC を使うかどうかを選択します。異なる
NIC を使う場合は、各システムの詳細を入力します。

オプション 2 の場合

システムごとに、次の詳細が必要です。

UDP 経由の LLT

■

システム間のプライベートネットワークで使う NIC のデバイス名

■

各 NIC の IP アドレス

■

各 NIC の UDP ポート詳細

表 5-5 は、クラスタの仮想 IP アドレスの設定に必要な情報の一覧です（オプション）。
表 5-5
情報

仮想 IP アドレスの設定に必要な情報

説明とサンプル値

クラスタの各ノードのパブ パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
リック NIC 名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
例: hme0
NIC の仮想 IP アドレス

IPv4 または IPv6 アドレスを入力できます。この仮想 IP アドレスは
ClusterService グループが使用するリソースになります。「クラスタの
仮想 IP アドレス」は別のクラスタシステムにフェールオーバーできま
す。
IPv4 アドレスの例: 192.168.1.16
IPv6 アドレスの例: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10

仮想 IPv4 アドレスのネッ 仮想 IPv4 アドレスで使うサブネット。
トマスク
例: 255.255.240.0

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

仮想 IPv6 アドレスのプレ 仮想 IPv6 アドレスのプレフィックスの長さ。
フィックス
例: 64

表 5-6 は、VCS ユーザーの追加に必要な情報の一覧です。
表 5-6

VCS ユーザーの追加に必要な情報

情報

説明とサンプル値

設定する値

ユーザー名

VCS のユーザー名は、最大 1024 文字に制限されています。
例: smith

ユーザーパスワード

VCS のパスワードは、最大 255 文字に制限されています。
プロンプトでパスワードを入力します。

メモ: VCS は、セキュアモードでネーティブな認証を利用します。した
がって、セキュアモードではユーザーパスワードは必要ありません。
ユーザー権限を決定する ユーザーの権限には、Administrator、Operator、または Guest の
には
3 つのレベルがあります。
例: Administrator

表 5-7 は、SMTP 電子メール通知の設定に必要な情報の一覧です（オプション）。
表 5-7
情報

SMTP 電子メール通知の設定に必要な情報（オプション）

説明とサンプル値

クラスタの各ノードのパブ パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
リック NIC 名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
例: hme0
SMTP サーバーのドメイン SMTP サーバーは、クラスタ内のイベントに関する電子メール通知を
名を含むアドレス
送信します。
例: smtp.symantecexample.com
通知先の各 SMTP 受信
者の電子メールアドレス

例: john@symantecexample.com

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

SMTP 電子メール通知で イベントには 4 つの重要度レベルがあり、重要度レベルは累積的で
通知するイベントレベル す。
（指定レベル以上のイベン
■ 情報
トが通知されます）を決定
重要なイベントのうち、通常の動作をしているものの通知を送信し
するには
ます。
■ 警告
通常の動作と異なるイベントの通知を送信します。Warning およ
び Information タイプの通知が送信されます。
■ Error
障害が発生した動作の通知を送信します。Error、Warning 、お
よび Information タイプの通知が送信されます。
■ SevereError
データの消失や破壊の可能性のある致命的エラーの通知を送信
します。Severe Error、Error、Warning 、および Information タ
イプの通知が送信されます。
例: Error

表 5-8 は、SNMP トラップ通知の設定に必要な情報の一覧です（オプション）。
表 5-8
情報

SNMP トラップ通知の設定に必要な情報（オプション）。

説明とサンプル値

クラスタの各ノードのパブ パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
リック NIC 名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
例: hme0
SNMP トラップデーモンの デフォルトのポート番号は 162 です。
ポート番号
各 SNMP コンソールのシ 例: saturn
ステム名

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

SNMP トラップ通知で通 イベントには 4 つの重要度レベルがあり、重要度レベルは累積的で
知するイベントレベル（指 す。
定レベル以上のイベントが
■ 情報
通知されます）を決定する
重要なイベントのうち、通常の動作をしているものの通知を送信し
には
ます。
■ 警告
通常の動作と異なるイベントの通知を送信します。Warning およ
び Information タイプの通知が送信されます。
■ Error
障害が発生した動作の通知を送信します。Error、Warning 、お
よび Information タイプの通知が送信されます。
■ SevereError
データの消失や破壊の可能性のある致命的エラーの通知を送信
します。Severe Error、Error、Warning 、および Information タ
イプの通知が送信されます。
例: Error

表 5-9 は、グローバルクラスタの設定に必要な情報の一覧です（オプション）。
表 5-9

グローバルクラスタの設定に必要な情報（オプション）。

情報

説明とサンプル値

パブリック NIC の名前

クラスタの仮想 IP の設定と同じ NIC を使うことができます。それ以外
の場合は、NIC に適切な値を指定します。
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
たとえば、SPARC システムの場合: hme0
たとえば、x64 システムの場合: bge0

NIC の仮想 IP アドレス

IPv4 または IPv6 アドレスを入力できます。
前にクラスタで設定したのと同じ仮想 IP アドレスを使うことができます。
それ以外の場合は、仮想 IP アドレスに適切な値を指定します。
IPv4 アドレスの例: 192.168.1.16
IPv6 アドレスの例: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10

仮想 IPv4 アドレスのネッ クラスタの仮想 IP の設定と同じネットマスクを使うことができます。それ
トマスク
以外の場合は、ネットマスクに適切な値を指定します。
例: 255.255.240.0

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

仮想 IPv6 アドレスのプレ 仮想 IPv6 アドレスのプレフィックスの長さ。
フィックス
例: 64

I/O フェンシングの設定に必要な情報を確認します。
p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

3
スクリプトベースのインストー
ラを使ったインストール

■

第6章 VCS のインストール

■

第7章 VCS の設定の準備

■

第8章 VCS の設定

■

第9章 データ整合性のための VCS クラスタの設定
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6
VCS のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストーラを使った VCS のインストール

■

インストーラを使った言語パッケージのインストール

インストーラを使った VCS のインストール
VCS をインストールするには、次の手順を実行します。
VCS をインストールするには

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品ディスクをマウントしていることを確認しま
す。
p.69 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

インストールプログラムを起動します。Web サイトから VCS をダウンロードして入手
した場合は、Veritas 製品インストーラが含まれていないため、installvcs プログラム
を使います。
Veritas 製品インス
トーラ

製品インストーラを起動するには、次の手順を実行します。
1

インストーラを起動します。
# ./installer
インストーラは、著作権情報を表示して起動し、ログが作成される
ディレクトリを指定します。

2

最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、［I］を選択して、［製品
のインストール（Install a Product）］を選択します。

3

表示されるリストから、インストールする製品の［Veritas Cluster
Server］を選択します。
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installvcs プログラ
ム

製品インストーラを起動するには、次の手順を実行します。
1

installvcs プログラムのあるフォルダに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0/cluster_server

2

installvcs プログラムを起動します。
# ./installvcs
インストーラは、著作権情報を表示して起動し、ログが作成される
ディレクトリを指定します。

3

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意する場合は、y を入力します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the cluster_server/EULA/<lang>/EULA_VCS_Ux_6.0.pdf
file present on media? [y,n,q,?] y

4

インストールする VCS パッケージ を選択します。
p.411 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
どの パッケージ をインストールするかに基づいて、次のいずれかを入力します。
1

製品の基本機能を提供する最小限の必須の VCS パッケージのみをインストールす
る。

2

製品の完全な機能を提供する推奨の VCS パッケージをインストールする。このオプ
ションでは、オプションの VCS パッケージはインストールされません。
このオプションがデフォルトです。

3

すべての VCS パッケージをインストールする。
オプションの VCS 機能を設定するには、このオプションを選択する必要があります。

4

オプションごとに VCS パッケージを表示する。

Select the Packages to be installed on all systems? [1-4,q,?]
(2) 3

5

VCS をインストールするシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces:
[q,?] (galaxy) galaxy nebula
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シングルノードの VCS インストールの場合は、システムの名前を 1 つのみ入力しま
す。
p.468 の 「インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成」 を参照してく
ださい。
インストーラはシステムに対して次の操作を行います。

6

■

インストーラを実行するローカルシステムがリモートシステムと通信できることを確
認する。
ssh バイナリが検出されると、インストーラは ssh がパスワードやパスフレーズを
要求せずに動作できることを確認します。
デフォルトの通信方法 ssh が失敗した場合、インストーラは rsh の使用を試みま
す。

■

システムでサポート対象のオペレーティングシステムのいずれかが使用されてい
ることを確認する。

■

システムにオペレーティングシステムの必須パッチがあることを確認する。
インストーラがパッチのいずれかを適用できないことをレポートした場合は、VCS
のインストールを続行する前に、システムにパッチをインストールします。

■

システムがグローバルゾーンからインストールすることを確認する。

■

製品ライセンスがあるかどうかを調べる。

■

以前のバージョンの VCS がインストールされているかどうかを調べる。
以前のバージョンの VCS がインストールされている場合は、インストーラによっ
て、VCS 6.0 にアップグレードするオプションが表示されます。
p.255 の 「VCS 6.0 へのアップグレードについて」 を参照してください。

■

必要なファイルシステム領域をチェックし、現在実行中のプロセスがインストール
と競合しないことを確認する。
インストールの必要条件が満たされていない場合、インストーラは停止し、プロセ
スを続行するために実行する必要があるアクションを示します。

■

いずれかの パッケージ がシステムにすでにあるかどうかを調べる。
現在のバージョンの パッケージ がある場合、インストーラはシステムのインストー
ルリストからその パッケージ を削除します。以前のバージョンの パッケージ があ
る場合、インストーラはその パッケージ を現在のバージョンと置き換えます。

インストーラが各ノードにインストールする パッケージとパッチの一覧を確認します。
インストーラはシステム galaxy と nebula に VCS パッケージとパッチをインストール
します。

7

ライセンスタイプを選択します。
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1) Enter a valid license key
2) Enable keyless licensing and complete system licensing later
How would you like to license the systems? [1-2,q] (2)

使用するライセンスタイプに基づいて、次のいずれかを入力します。
1

有効なライセンスキーを持っている必要があります。プロンプトでそのライセンスキー
を入力します。
Enter a VCS license key: [b,q,?]
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
グローバルクラスタを設定する予定の場合は、追加のライセンスの入力を求めるプ
ロンプトで、対応するライセンスキーを入力します。
Do you wish to enter additional licenses? [y,n,q,b] (n) y

2

キーレスライセンスオプションでは、キーを入力せずに VCS をインストールできます。
ただし、コンプライアンスを確保するため、キーレスライセンスを使うには管理サー
バーでシステムを管理する必要があります。
詳しくは次の Web サイトにアクセスしてください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
このオプションがデフォルトです。

インストーラはライセンスを登録し、インストール処理を完了します。

8

グローバルクラスタオプションをインストールするには、プロンプトで y を入力します。

9

VCS を設定するには、プロンプトで y を入力してください。VCS を後で設定すること
もできます。
Would you like to configure VCS on galaxy nebula [y,n,q] (n) n

p.111 の 「スクリプトベースインストーラを使って VCS を設定するタスクの概要」 を参
照してください。

10 シマンテック社にインストール情報を送信する場合は、プロンプトで y を入力します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?
[y,n,q,?] (y) y

インストーラには、製品のインストール、アップグレード、設定、またはアンインストー
ルを完了するたびにインストール処理についてのデータを収集するオプションが用
意されています。インストーラはインストールログファイルの内容をシマンテック社の
内部サイトに転送します。その情報は、インストーラがどのように使われたかについ
てのメトリックを集めるためにのみ使われます。お客様の個人データは収集されませ
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ん。また、情報は他のどんな関係者とも共有されません。集める情報は、インストー
ルまたはアップグレードされた製品とバージョン、インストールされたシステムの数、
インストール処理の各セクションに要した時間などです。

11 インストーラはオンラインの更新を調べ、インストールの概略を提供します。
12 インストール後、後で参照できるように、インストールログファイル、概略ファイル、応
答ファイルの場所を書き留めておきます。
これらのファイルが提供する有用な情報は、現在の設定だけでなく、今後の設定に
も役立ちます。
summary ファイル

各システムにインストールされる パッケージ をリストします。

ログファイル

インストール全体の詳細を表示します。

応答ファイル

他のシステムで無人インストールや自動インストールを実行するために
使えるインストール情報が含まれています。
p.177 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してくださ
い。

インストーラを使った言語パッケージのインストール
言語パッケージをインストールする前に、次の操作を実行します。
■

クラスタ内のすべてのシステムで root として、install_lp コマンドで ssh または rsh
のコマンドが使われていることを確認します。

■ install_lp

を実行するシステムへの権限が付与されていることを確認します。

言語パッケージをインストールするには

1

言語ディスクをドライブに挿入します。
Solaris ボリューム管理ソフトウェアによって、ディスクが /cdrom/cdrom0 として自
動的にマウントされます。

2

/cdrom/cdrom0 ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

3

言語パッケージをインストールします。
# ./install_lp
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7
VCS の設定の準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

I/O フェンシング設定の計画について

■

CP サーバーの設定

I/O フェンシング設定の計画について
インストーラを使って VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタの I/O フェン
シングを設定する必要があります。
ディスクベースの I/O フェンシングかサーバーベースの I/O フェンシングを設定できま
す。クラスタ化に VCS を使う複数のクラスタが企業環境にある合、シマンテック社ではサー
バーベースの I/O フェンシングを設定することをお勧めします。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントは、CP サーバーのみ、また
は CP サーバーとコーディネータディスクの組み合わせとして追加できます。シマンテック
社では、SFHA クラスタでホストされる 1 つの高可用性 CP サーバーを単一コーディネー
ションポイントとして使用するサーバーベースフェンシングもサポートしています。
警告: 単一コーディネーションポイント（CP サーバー）を使うサーバーベースフェンシング
設定では、コーディネーションポイントが単一点障害になります。このような設定では、
SFHA クラスタ内の CP サーバーのフェールオーバー中はアービトレーション機能は使用
できません。そのため、CP サーバーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケーショ
ンクラスタでネットワーク分割が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンします。1
つの CP サーバーベースのフェンシングは、テスト環境でのみ使用することをお勧めしま
す。
SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境に VCS をインストールしている場合、非 SCSI-3
サーバーベースのフェンシングを設定できます。
p.89 の 図 7-2 を参照してください。

88

第 7 章 VCS の設定の準備
I/O フェンシング設定の計画について

図 7-1 は VCS クラスタで I/O フェンシングを設定するための概念的なフローチャートを
説明します。
図 7-1

I/O フェンシング設定のワークフロー

VCS をインストールして設定する

ディスク
3 つのディスク I/O フェンシングの
少なくとも 1 つのサーバー
ベースのフェンシングの設定
コーディネーションポイント
（scsi3 モード）
があるかどうか
準備タスク

サーバー
ベースのフェンシングの設定
（カスタマイズされたモード）

準備タスク

vxdiskadm または vxdisksetup ユーティリティ

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

ディスクが I/O フェンシングに準拠して
いることを確認する

既存の CP サーバーの特定

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

CP サーバーシステムに VCS または SFHA をインストールして
設定する
TCP/IP 接続を CP サーバーと VCS クラスタとの間で
確立する
CP サーバーがクラスタ化されている場合、共有
ストレージを CP サーバーに対して設定する

設定タスク
次の方法のいずれかを使う

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

configure_cps ユーティリティを実行し、画面の指示に
従う、または手動で CP サーバーを設定する

または

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

コーディネーションポイントとして機能するディスクが対象

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

手動でディスクベースの I/O フェンシング
を設定する
設定タスク

または

Web ベースのインストーラを使った
ディスクベースのフェンシングの設定
を選択する

次の方法のいずれかを使う

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

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

手動でサーバーベースの I/O フェンシングを設定する
または

Web ベースのインストーラを使った
サーバーベースのフェンシングの設定を選択する

図 7-2 は、SCSI-3 PR をサポートしていない仮想環境の VCS クラスタに非 SCSI-3 サー
バーベース I/O フェンシングを設定するための概要フローチャートです。
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図 7-2

非 SCSI-3 サーバーベース I/O フェンシングを設定するためのワーク
フロー

VCS が非 SCSI
3 準拠仮想環境
にある
かどうか
CP サーバーとのサーバーベースのフェンシングの設定
（カスタマイズされたモード）
準備タスク
既存の CP サーバーの特定

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

CP サーバーシステムに VCS または SFHA をインストールして
設定する
TCP/IP 接続を CP サーバーと VCS クラスタとの間で
確立する
CP サーバーがクラスタ化されている場合、共有
ストレージを CP サーバーに対して設定する
configure_cps ユーティリティを実行し、画面の指示に
従う、または手動で CP サーバーを設定する

設定タスク
次の方法のいずれかを使う

installvcs -fencing を実行し、オプション 1 を選択し、
n と入力してストレージが SCSI3
準拠でないことを確認し、画面の指示に従う
または

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

非 SCSI3 サーバーベース I/O フェンシングを手動で
設定する

準備タスクを実行した後、次のいずれかの方法を使って I/O フェンシングを設定できま
す。
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installvcs プログラム を使 p.135 の 「installvcs プログラム を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を参照してくだ
う
さい。
p.143 の 「installvcs プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を参照してくだ
さい。
p.152 の 「installvcs プログラム を使用した仮想環境での非 SCSI-3 サーバーベース I/O フェンシ
ングの設定」 を参照してください。
Web ベースのインストーラ p.171 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実現」 を参照し
を使う
てください。
応答ファイルを使う

p.194 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参照してく
ださい。
p.197 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参照して
ください。
p.199 の 「非 SCSI-3 サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.193 の 「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

設定ファイルを手動で編
集する

p.229 の 「ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.234 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.247 の 「仮想環境での非 SCSI3 フェンシングの手動設定」 を参照してください。

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

ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタの設定
図 7-3 に、2 つのノードと共有ストレージを含む典型的な VCS の設定を示します。この設
定では、I/O フェンシングに 3 つのコーディネータディスクを使っています。
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ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタの
設定

図 7-3

galaxy

nebula
プライベート
ネットワーク

コーディネータ
ディスク 1

コーディネータ
ディスク 2

コーディネータ
ディスク 3

データディスク
ディスクアレイ

共有ストレージ
VxVM で管理され、SCSI3 PR 互換

パブリックネットワーク

サーバーベースの I/O フェンシングを使った VCS クラスタ の標準設定
図 7-4 は、VCS クラスタ（2 つのノードを使用）、単一の CP サーバー、2 つのコーディネー
タディスクを使った設定を示しています。VCS クラスタ 内のノードが接続され、LLT リンク
を使って相互に通信します。
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CP サーバー、VCS クラスタ、コーディネータディスク

図 7-4

CP サーバー

TCP/IP
コーディネータ
ディスク

コーディネータ
ディスク

ファイバーチャネル
クライアント
クラスタ
ノード
1

LLT リンク

ノード
2

アプリケーション
ストレージ

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

複数のアプリケーションクラスタが、3 つの CP サーバーをコーディネーションポイント
として使う
p.93 の 図 7-5 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、単一の CP サーバーと、コーディネータディスク（2）
の複数ペアをコーディネーションポイントとして使う
p.94 の 図 7-6 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイント
として使う
この単一コーディネーションポイントフェンシング設定では、SFHA クラスタ上でコー
ディネーションポイントとして設定されている高可用性 CP サーバーを使う必要があり
ます。
p.94 の 図 7-7 を参照してください。
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警告: 単一 CP サーバーフェンシング設定では、SFHA クラスタ内の CP サーバーの
フェールオーバー中はアービトレーション機能は使用できません。そのため、CP サー
バーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケーションクラスタでネットワーク分割
が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンします。
3 つのコーディネーションポイントを使う CP サーバー設定が推奨されていますが、3 つを
超えるコーディネーションポイントを I/O フェンシングで使うことができます。使用する CP
サーバーの合計数が奇数になるようにしてください。複数のアプリケーションクラスタが共
通の CP サーバーのコーディネーションポイント一式を共有する設定では、CP サーバー
同様アプリケーションクラスタも、汎用一意識別子（UUID）を使ってアプリケーションクラ
スタを識別します。
図 7-5 は、複数のアプリケーションクラスタに接続されている 3 つの CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケーションクラスタに接続している 3 つの CP サーバー

図 7-5

シングルノード VCS クラスタでホストされる
CP サーバー
（SFHA クラスタでホストされる場合もある）

パブリック
ネットワーク

TCP/IP
TCP/IP

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

図 7-6 は、複数のアプリケーションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使っ
ており、さらに、それぞれのアプリケーションクラスタも 2 つのコーディネータディスクを使っ
ている設定を示しています。
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アプリケーションクラスタごとに 2 つのコーディネータディスクを使っ
ている単一の CP サーバー

図 7-6

シングルノード VCS クラスタでホストされる
CP サーバー

（SFHA クラスタでホストされる場合もある）

TCP/IP

パブリックネットワーク

TCP/IP

ファイバーチャネル

コーディネータディスク

コーディネータディスク

アプリケーションクラスタ

ファイバーチャネル

（高可用性を実現するために VCS、SFHA、SFCFS、SVS、
または SF Oracle RAC を実行するクラスタ）

パブリックネットワーク

TCP/IP

図 7-7 は、複数のアプリケーションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケーションクラスタに接続している単一の CP サーバー

図 7-7

SFHA クラスタでホストされる CP サーバー

TCP/IP

パブリックネットワーク

TCP/IP

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

p.499 の 「サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図」 を参照してくださ
い。
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CP サーバーの設定
表 7-1 に、CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用に設定するためのタスクの
一覧を示します。
CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用 設定するための
タスク

表 7-1
タスク

参照

CP サーバー設定を計画する

p.95 の 「CP サーバー設定の計画」 を参照して
ください。

CP サーバーをインストールする

p.96 の 「インストーラを使った CP サーバーのイ
ンストール」 を参照してください。

CP サーバークラスタをセキュアモードで設定す p.97 の 「セキュアモードでの CP サーバークラ
る
スタの設定」 を参照してください。
CP サーバーデータベース用の共有ストレージ
を設定する

p.98 の 「CP サーバーデータベースの共有スト
レージの設定」 を参照してください。

CP サーバーを設定する

p.99 の 「 設定ユーティリティを使った CP サー
バーの設定」 を参照してください。
p.108 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照して
ください。

CP サーバー設定を確認する

p.109 の 「CP サーバーの設定の確認」 を参照し
てください。

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

1

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

2

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

SFHA の設定時にディスクベースのフェンシングを設定する必要があります。
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3

■

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

■

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

CP サーバークラスタをセキュアモードで設定するかどうかを決定します。
CP サーバーとクライアント（VCS クラスタ）間の通信を保護する場合は、CP サーバー
クラスタをセキュアモードで設定することを推奨します。CP サーバークラスタでの
HAD 通信も保護されます。

4

CP サーバーのハードウェアとネットワークを設定します。
p.35 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

5

CP サーバー設定のために次の情報を用意します。
■

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

■

CP サーバーのポート番号
CP サーバーが使用する TCP/IP ポートを割り当てます。
有効なポート範囲は 49152 と 65535 の間です。デフォルトのポート番号は 14250
です。

■

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

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

CP サーバーで 1 つのシステムを使うか複数のシステムを使うかに応じて、次のタス
クを実行します。
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CP サーバー設定で 1 つ シングルノード VCS クラスタを作成するために、VCS をインストールして設定します。
のシステムを使う場合
インストール時に、すべてのパッケージをインストールすることを選択してください。VRTScps パッ
ケージは、すべてのパッケージをインストールすることを選択した場合にのみインストールされま
す。
CP サーバーの設定に進みます。
p.99 の 「 設定ユーティリティを使った CP サーバーの設定」 を参照してください。
p.108 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照してください。
CP サーバー設定で複数 SFHA クラスタを作成するために SFHA をインストールして設定します。これにより CP サーバーが
のシステムを使う場合
高可用性になります。
CP サーバーで次の必要条件を満たしてください。
インストール時に、すべてのパッケージをインストールすることを選択してください。VRTScps
パッケージは、すべてのパッケージをインストールすることを選択した場合にのみインストール
されます。
■ 設定時に、ディスクベースのフェンシング（scsi3 モード）を設定してください。
■

SFHA のインストールと設定の手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High
Availability インストールガイド』を参照してください。
CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定に進みます。

セキュアモードでの CP サーバークラスタの設定
CP サーバーと VCS クラスタ（CP クライアント）間の通信を保護する場合にのみ、CP サー
バーのセキュリティを設定する必要があります。
この手順では、CP サーバークラスタでの HAD 通信を保護します。
メモ: VCS の設定時にセキュアモードで CP サーバークラスタを設定している場合は、こ
のセクションをスキップしてください。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定するには
◆

インストーラを次のように実行すると、CP サーバークラスタがセキュアモードで設定
されます。
CP サーバーに VCS をインストールしている場合は、次のコマンドを実行します。
# installvcs -security

CP サーバーに SFHA をインストールしている場合は、次のコマンドを実行します。
# installsfha -security
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CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定
CP サーバークラスタに SFHA を設定した場合は、次の手順を実行して CP サーバーデー
タベース用の共有ストレージを設定します。
CP サーバーデータベース用のミラーボリュームを作成し、vxfs ファイルシステムタイプを
使うことをお勧めします。
CP サーバーデータベースの共有ストレージを設定するには

1

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

2

disk1 disk2

ディスクグループがまだインポートされていない場合は、インポートします。
次に例を示します。
# vxdg import cps_dg

3

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

4

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

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

HP-UX

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

Linux

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

Solaris

# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/cps_dg/cps_volume
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設定ユーティリティを使った CP サーバーの設定
CP サーバー設定ユーティリティ（configure_cps.pl）は VRTScps パッケージの一部
です。
次のいずれかの手順を実行します。
シングルノード VCS クラ p.99 の 「シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場合」
スタの CP サーバーの場 を参照してください。
合:
SFHA クラスタの CP サー p.103 の 「SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには」 を参照してく
バーの場合:
ださい。

シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場合

1

VRTScps パッケージ がノードにインストールされていることを確認します。

2

CP サーバーを設定するノードで、CP サーバー設定スクリプトを実行します。
# /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl

3

シングルノード VCS クラスタで CP サーバーを設定する場合は、1 を入力します。
次に、設定ユーティリティは次の設定前チェックを実行します。

4

■

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

■

CP サーバーがシステムですでに設定されているかどうかを確認します。
CP サーバーがすでに設定されている場合、設定ユーティリティからユーザーに
通知され、ユーザーが CP サーバーを設定する前に、その設定を解除するよう
に要求します。

CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: mycps1

5

CP サーバーのプロセスが使用する有効な仮想 IP アドレスを入力します。
■

設定する仮想 IP アドレスの数を入力します。
Enter the number of virtual IP(s) to configure : 2

■

有効な仮想 IP アドレスを入力してください。
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Enter a
process
Enter a
process

valid IP address
should depend on
valid IP address
should depend on

for Virtual IP - 1 which the CP Server
: 10.209.83.85
for Virtual IP - 2 which the CP Server
: 10.209.83.87

IPv6 アドレスを使うこともできます。

6

CP サーバーのポート番号を入力するか、または Enter キーを押してデフォルト値
（14250）を受け入れます。
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.85 in range [49152,
65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.87 in range
[49152, 65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250

7

CP サーバーと VCS クラスタ間の通信が安全である必要があるかどうかを選択しま
す。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定していない場合は、n を入力します。
警告: CP サーバークラスタがセキュアモードで設定されていない場合は、y を入力
するとすぐにスクリプトが終了します。CP サーバークラスタをセキュアモードで設定し
てから、CP サーバー設定スクリプトを再実行する必要があります。
Veritas recommends secure communication between the CP server and
application clusters. Enabling security requires Symantec Product
Authentication Service to be installed and configured on the cluster.
Do you want to enable Security for the communications? (y/n)
(Default:y) :
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CP サーバーデータベースの絶対パスを入力するか、または Enter キーを押してデ
フォルト値（/etc/VRTScps/db）を受け入れます。
CP Server uses an internal database to store the client information.
Note: As the CP Server is being configured on a single node VCS,
the database can reside on local file system.
Enter absolute path of the database (Default:/etc/VRTScps/db):

9

CP サーバー設定情報を確認します。
Following is the CP Server configuration information:
------------------------------------------------(a)CP Server Name: mycps1
(b)CP Server Virtual IP(s): 10.209.83.85 10.209.83.87
(c)CP Server Port(s): 14250 14250
(d)CP Server Security : 1
(e)CP Server Database Dir: /etc/VRTScps/db
------------------------------------------------Press b if you want to change the configuration, <enter> to continue :

10 設定処理に進み、vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf configuration file.
Successfully created directory /etc/VRTScps/db.
Configuring CP Server Service Group (CPSSG) for this cluster
----------------------------------------------

11 設定する NIC リソースの番号を入力します。パブリック NIC を使う必要があります。
Enter how many NIC resources you want to configure [1 to 2]: 2

設定する各 NIC リソースごとに、次の質問に答えます。

12 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid network interface for virtual IP 10.209.83.85
on mycps1.symantecexample.com: hme0
Enter a valid network interface for virtual IP 10.209.83.87
on mycps1.symantecexample.com: hme0
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13 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.85 [1
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.87 [1

want to
to 2] :
want to
to 2] :

associate with the
1
associate with the
2

14 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
Symantec recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure
NIC resource to be online always.
Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device
hme0 on system mycps1? [y/n] : y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for
NIC hme0 on system mycps1 : 10.209.83.86
Do you want to add another Network Host ?[y/n] : n

15 各仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。次に例を示します。
Enter the netmask for virtual IP 10.209.83.85 :
255.255.252.0
Enter the netmask for virtual IP 10.209.83.87 :
255.255.252.0

IPv6 アドレスを入力する場合、プロンプトでプレフィックスの詳細を入力してくださ
い。
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16 設定プロセスが完了した後、成功メッセージが表示されます。次に例を示します。
Successfully added the Quorum Agent Type to VCS configuration.
Successfully added the CPSSG service group to
VCS configuration. Bringing the CPSSG service
group online. Please wait...
The Veritas Coordination Point Server has been
configured on your system.

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

-state コマン

ドを実行します。
次に例を示します。
# hagrp -state CPSSG
#Group
CPSSG

Attribute
State

System
mycps1.symantecexample.com

Value
|ONLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。
設定ユーティリティは、CP サーバーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に
vxcpserv プロセスと他のリソースを追加します。
CPSSG についての情報については、『 Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
さらに、main.cf のサンプルには vxcpserv のリソースと依存関係についての詳細が
含まれています。
p.460 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには

1

VRTScps パッケージ が各ノードにインストールされていることを確認します。

2

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

3

クラスタの任意のノードで CP サーバーの設定スクリプトを実行します。
# /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl [-n]

CP サーバー設定ユーティリティでは、システム間通信にデフォルトで ssh が使われ
ます。rsh通信を使う場合は -n オプションを使います。

4

SFHA クラスタに CP サーバーを設定する場合は、2 を入力します。
次に、設定ユーティリティは次の設定前チェックを実行します。
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5

■

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

■

CP サーバーがシステムですでに設定されているかどうかを確認します。
CP サーバーがすでに設定されている場合、設定ユーティリティからユーザーに
通知され、ユーザーが CP サーバーを設定する前に、その設定を解除するよう
に要求します。

CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: mycps1

6

CP サーバーのプロセスが使用する有効な仮想 IP アドレスを入力します。
■

設定する仮想 IP アドレスの数を入力します。
Enter the number of virtual IP(s) to configure : 2

■

有効な仮想 IP アドレスを入力してください。
Enter a
process
Enter a
process

valid IP address
should depend on
valid IP address
should depend on

for Virtual IP - 1 which the CP Server
: 10.209.83.85
for Virtual IP - 2 which the CP Server
: 10.209.83.87

IPv6 アドレスを使うこともできます。

7

CP サーバーのポート番号を入力するか、または Enter キーを押してデフォルト値
（14250）を受け入れます。
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.85 in range [49152,
65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250
Enter a port number for virtual IP 10.209.83.87 in range
[49152, 65535], or press enter for default port (14250) :
Using default port: 14250
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CP サーバーと VCS クラスタ間の通信が安全である必要があるかどうかを選択しま
す。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定していない場合は、n を入力します。
警告: CP サーバークラスタがセキュアモードで設定されていない場合は、y を入力
するとすぐにスクリプトが終了します。CP サーバークラスタをセキュアモードで設定し
てから、CP サーバー設定スクリプトを再実行する必要があります。
Veritas recommends secure communication between the CP server and
application clusters. Enabling security requires Symantec Product
Authentication Service to be installed and configured on the cluster.
Do you want to enable Security for the communications? (y/n)
(Default:y) :

9

CP サーバーデータベースの絶対パスを入力するか、または Enter キーを押してデ
フォルト値（/etc/VRTScps/db）を受け入れます。
CP Server uses an internal database to store the client information.
Note: As the CP Server is being configured on SFHA cluster, the
database should reside on shared storage with vxfs file system.
Please refer to documentation for information on setting up of
shared storage for CP server database.
Enter absolute path of the database (Default:/etc/VRTScps/db):

10 CP サーバー設定情報を確認します。
Following is the CP Server configuration information:
------------------------------------------------(a)CP Server Name: mycps1
(b)CP Server Virtual IP(s): 10.209.83.85 10.209.83.87
(c)CP Server Port(s): 14250 14250
(d)CP Server Security : 1
(e)CP Server Database Dir: /etc/VRTScps/db
------------------------------------------------Press b if you want to change the configuration, <enter> to continue :
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11 設定処理に進み、各ノードで vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
各ノードの出力は次のとおりです。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf
configuration file.
Successfully created directory /etc/VRTScps/db.
Creating mount point /etc/VRTScps/db on
mycps1.symantecexample.com.
Copying configuration file /etc/vxcps.conf to
mycps1.symantecexample.com
Configuring CP Server Service Group (CPSSG) for this cluster
----------------------------------------------

12 設定する NIC リソースの番号を入力します。パブリック NIC を使う必要があります。
Enter how many NIC resources you want to configure [1 to 2]: 2

設定する各 NIC リソースごとに、次の質問に答えます。

13 クラスタ内のすべてのシステムの仮想 IP に同じ NIC 名を使うかどうかを確認します。
Is the name of network interfaces for NIC resource - 1
same on all the systems?[y/n] : y

14 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid interface for virtual IP 10.209.83.85
on all the systems : hme0

15 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.85 [1
Enter the NIC resource you
virtual IP 10.209.83.87 [1

want to
to 2] :
want to
to 2] :

associate with the
1
associate with the
2
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16 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
Symantec recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure
NIC resource to be online always.
Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device
hme0 on system mycps1? [y/n] : y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for
NIC hme0 on system mycps1 : 10.209.83.86
Do you want to add another Network Host ?[y/n] : n

17 各仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。
Enter the netmask for virtual IP 10.209.83.85 :
255.255.252.0

IPv6 アドレスを入力する場合、プロンプトでプレフィックスの詳細を入力してくださ
い。

18 CP サーバーデータベース用のディスクグループの名前を入力します。
Enter the name of diskgroup for cps database :
cps_dg

19 上のディスクグループに作成されるボリュームの名前を入力します。
Enter the name of volume created on diskgroup cps_dg :
cps_volume
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20 設定プロセスが完了した後、成功メッセージが表示されます。次に例を示します。
Successfully added the CPSSG service group to
VCS configuration. Bringing the CPSSG service
group online. Please wait...
The Veritas Coordination Point Server has been
configured on your system.

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

-state コマン

ドを実行します。
次に例を示します。
# hagrp -state CPSSG
#Group
CPSSG
CPSSG

Attribute
State
State

System
mycps1
mycps2

Value
|ONLINE|
|OFFLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。
設定ユーティリティは、CP サーバーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に
vxcpserv プロセスと他のリソースを追加します。
CPSSG についての情報については、『 Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
さらに、main.cf のサンプルには vxcpserv のリソースと依存関係についての詳細が
含まれています。
p.460 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。

CP サーバーの手動設定
手動で CP サーバーを設定するには、次の手順を実行します。
手動で CP サーバーを設定するには

1

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

2

任意のノードに CPSSG サービスグループを追加するには、main.cf ファイルを編
集します。main.cf の CPSSG サービスグループを例として使います。
p.460 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
設定に従って CPSSG サービスグループの下のリソースをカスタマイズします。
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3

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

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

4

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

セキュアモードで CP サーバーセクラスタを設定しているかどうかに基づいて、次の
作業を行います。
■

セキュアモードで設定された CP サーバークラスタの場合は、/etc/vxcps.conf
ファイルを編集して security=1 に設定します。

■

セキュアモードで設定されていない CP サーバークラスタの場合
は、/etc/vxcps.conf ファイルを編集して security=0 に設定します。

シマンテック社では、CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信のセキュリティ
を有効にすることをお勧めします。

5

すべてのクラスタノードで VCS を起動します。
# hastart

6

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

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

System
Value
mycps1.symantecexample.com |ONLINE|

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

1

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

/etc/vxcps.conf（CP サーバーの設定ファイル）

■

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

2

/etc/VRTScps/db（CP サーバーデータベースのデフォルトの場所）

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

しているかどうかを確認します。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名です。

8
VCS の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

スクリプトベースインストーラを使って VCS を設定するタスクの概要

■

ソフトウェアの設定の開始

■

設定するシステムの指定

■

クラスタ名の設定

■

プライベートハートビートリンクの設定

■

クラスタの仮想 IP の設定

■

セキュアモードでのクラスタの設定

■

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

■

VCS ユーザーの追加

■

SMTP 電子メール通知の設定

■

SNMP トラップ通知の設定

■

グローバルクラスタの設定

■

VCS 設定の完了

■

システム上のライセンスの確認と更新

スクリプトベースインストーラを使って VCS を設定するタ
スクの概要
表 8-1 は、スクリプトベースインストーラを使った VCS の設定に必要な手順の一覧です。
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表 8-1

スクリプトベースのインストーラを使って VCS を設定するタスク

タスク

参照

ソフトウェアの設定の開始

p.112 の 「ソフトウェアの設定の開始」 を参照して
ください。

VCS を設定するシステムの指定

p.113 の 「設定するシステムの指定」 を参照して
ください。

基本クラスタの設定

p.114 の 「クラスタ名の設定」 を参照してください。
p.114 の 「プライベートハートビートリンクの設定」
を参照してください。

クラスタの仮想 IP アドレスの設定（オプション）

p.117 の 「クラスタの仮想 IP の設定」 を参照して
ください。

セキュアモードでのクラスタの設定（オプション） p.119 の 「セキュアモードでのクラスタの設定」 を
参照してください。
VCS ユーザーの追加（セキュアモードでクラスタ p.124 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してくだ
を設定しなかった場合は必須）
さい。
SMTP 電子メール通知の設定（オプション）

p.125 の 「SMTP 電子メール通知の設定」 を参
照してください。

SNMP 電子メール通知の設定（オプション）

p.127 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照し
てください。

グローバルクラスタの設定（オプション）

p.129 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照して
メモ: VCS をインストールしたときに、グローバル ください。
クラスタオプションが有効になっている必要があ
ります。
ソフトウェアの設定の完了

p.130 の 「VCS 設定の完了」 を参照してください。

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

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品ディスクをマウントしていることを確認しま
す。

2

インストーラを起動します。
# ./installer

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

3

最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、［C］を選択して、［インストールされた製品
の設定（Configure an Installed Product）］を選択します。

4

表示されるリストから、設定する製品に対応する番号を選択します。
Veritas Cluster Server

installvcs プログラムを使って VCS を設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

installvcs プログラムを開始します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -configure

インストーラは、著作権情報を表示して起動し、ログが作成されるディレクトリを指定
します。

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

1

VCS を設定するシステムの名前を入力します。
Enter the operating_system system names separated
by spaces:

2

[q,?] (galaxy) galaxy nebula

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

インストーラを実行しているローカルノードがリモートノードと通信できることをチェッ
クする
ssh バイナリが検出されると、インストーラは ssh がパスワードやパスフレーズを
要求せずに動作できることを確認します。
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3

■

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

■

インストーラがグローバルゾーンから開始することを確認する

■

VCS がインストールされているか確認する

■

VCS 6.0 がインストールされていなければ終了する

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

p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

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

1

インストーラによって表示される設定の指示を確認します。

2

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

プライベートハートビートリンクの設定
LLT が使うプライベートハートビートを設定します。VCS では、イーサネット上での LLT ま
たは UDP（User Datagram Protocol）上での LLT を使うことができます。ハードウェア必
要条件のために UDP 上での LLT を使う必要がある場合以外は、イーサネット上での
LLT を使うようにハートビートリンクを設定することをお勧めします。UDP 上での LLT を
設定する場合は、必ず前提条件を満たしてください。
p.471 の 「LLT での UDP 層の使用」 を参照してください。
次の手順は、イーサネット上での LLT の設定に役立ちます。
プライベートハートビートリンクを設定するには

1

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

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

■

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

■

オプション 3: イーサネット上での LLT の設定を自動的に検出する
インストーラがハートビートリンク詳細を自動的に検出し、イーサネット上での LLT
を設定できるようにします。各システムの間を接続しているすべてのリンクが自動
的に検出されます。
手順 5 へ進みます。
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オプション 1 を選択した場合、プライベートハートビートリンクのネットワークインター
フェースカード詳細を入力します。
ネットワークインターフェースカードが自動的に検出されて、一覧表示されます。
インストーラからの質問に答えます。次の例では、アーキテクチャごとに異なる NIC
を入力しています。
■

Solaris SPARC の場合:
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェースカード（通常
は hme0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] qfe0
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] qfe1
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)
Do you want to configure an additional low priority heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n)

■

Solaris x64 の場合:
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェースカード（通常
は bge0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] e1000g1
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on galaxy:
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[b,q,?] e1000g2
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)

3

オプション 2 を選択した場合、プライベートハートビートリンクの NIC 詳細を入力しま
す。この手順では、NIC の名前として private_NIC1 や private_NIC2 などを使って
います。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] private_NIC1
Do you want to use address 192.168.0.1 for the
first private heartbeat link on galaxy: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the first private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (50000) ?
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] private_NIC2
Do you want to use address 192.168.1.1 for the
second private heartbeat link on galaxy: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the second private heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (50001) ?
Do you want to configure an additional low priority
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Enter the NIC for the low priority heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (private_NIC0)
Do you want to use address 192.168.3.1 for
the low priority heartbeat link on galaxy: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the low priority heartbeat
link on galaxy: [b,q,?] (50004)

4

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

入力した NIC の詳細を galaxy で使用する場合は、同じ NIC が各システムで利用
可能であることを確かめます。次に、プロンプトで y を入力します。
UDP 上での LLT の場合は、他のシステムで同じ NIC を使いたい場合でも、他のシ
ステムの NIC ごとに一意の IP アドレスを入力する必要があります。
一部のシステムで NIC のデバイス名が異なっていたら、n を入力します。プログラム
のプロンプトに従って、各システムに NIC の詳細を入力します。
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117

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

6

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

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

7

インストーラが表示する要約された情報を確認します。

クラスタの仮想 IP の設定
Cluster Manager（Java コンソール）または VOM（Veritas Operations Manager）への
接続や、RemoteGroup リソースでの指定に使うクラスタの仮想 IP を設定できます。
Cluster Manager について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
RemoteGroup エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 付属エージェ
ントリファレンスガイド』を参照してください。
クラスタの仮想 IP を設定するには

1

クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を確認します。

2

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

3

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

検出された NIC を使う場合は、Enter キーを押します。

■

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

Active NIC devices discovered on galaxy: hme0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on galaxy:
[b,q,?](hme0)
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4

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

すべてのノードで同じパブリック NIC を使う場合は、y を入力します。

■

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

Is hme0 to be the public NIC used by all systems
[y,n,q,b,?] (y)

5

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

■

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

■

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

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: hme0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)
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IPv6 の場合:

■

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

■

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

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: hme0
IP: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10
Prefix: 64
Is this information correct? [y,n,q] (y)

セキュアモードでのクラスタの設定
インストーラにより、セキュアクラスタを設定するかどうかを確認するメッセージが表示され
ます。
Would you like to configure the VCS cluster in secure mode?
[y,n,q,?] (n)

セキュアクラスタを設定するには、y と入力します。

VCS クラスタの信頼関係の設定
VCS のユーザーを認証するために外部認証ブローカーを使用する必要がある場合に
は、VCS とブローカーの間で信頼関係を設定してください。たとえば、Veritas Operations
Manager（VOM）を外部認証ブローカーにする場合には、信頼関係により、VOM が発
行する信用証明を VCS が受け入れるようにします。
VCS クラスタとブローカーの間で信頼関係を設定するには、次の手順を実行します。
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信頼関係を設定するには

1

クラスタのノードの 1 つにスーパーユーザーとしてログインします。

2

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

インストーラはログファイルの場所を指定します。それから、クラスタ名のようなクラス
タ情報、クラスタ ID、ノード名、およびサービスグループを表示します。

3

インストーラがブローカー情報を入力するようにメッセージを表示したら、IP アドレス、
ポート番号、およびブローカーとの信頼関係を確立するデータディレクトリを指定し
ます。
Input the broker name of IP address: 15.193.97.204
Input the broker port: (14545)

ポート番号を指定するか、または Enter キーを押してデフォルトのポートを受け入れ
ます。
Input the data directory to setup trust with: (/var/VRTSvcs/
vcsauth/data/HAD)

有効なデータディレクトリを指定するか、または Enter キーを押してデフォルトのディ
レクトリを受け入れます。

4

インストーラは次の処理のいずれかを実行します。
■

有効なディレクトリが指定されれば、インストーラは確認メッセージを表示します。
Are you sure that you want to setup trust for the VCS cluster
with the broker 15.193.97.204 and port 14545? [y,n,q] y

インストーラはクラスタのすべてのノードに対してブローカーとの信頼関係を設定
し、確認を表示します。
Setup trust with broker 15.193.97.204 on cluster node1
........Done
Setup trust with broker 15.193.97.204 on cluster node2
........Done

インストーラはログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示して、終了
します。
■

ブローカーの IP アドレス、ポート番号、またはディレクトリ名に対して正しくない
情報を入力した場合には、インストーラはエラーを表示します。インストーラはロ
グファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示して、終了します。

第 8 章 VCS の設定
ノード別のセキュアクラスタノードの設定

ノード別のセキュアクラスタノードの設定
パスワードを要求しない ssh またはパスワードを要求しない rsh をサポートしない環境で
は、-security オプションを使ってクラスタのセキュアモードを有効にすることができませ
ん。代わりに、-securityonenode オプションを使って、ノード別にセキュアクラスタを設
定することができます。
表 8-2 に、セキュアクラスタを設定するときに必要となるタスクの一覧を示します。
表 8-2

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

タスク

参照

1 つのノードでセキュリティを設定 p.121 の 「最初のノードの設定」 を参照してください。
する
残りのノードでセキュリティを設定 p.122 の 「残りのノードの設定」 を参照してください。
する
手動設定の手順を完了する

p.123 の 「セキュアクラスタ設定の完了」 を参照してください。

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

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

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

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

3

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

4

/var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ディレクトリから、クラスタの他のノードの一時ディレ

クトリに、セキュリティ設定ファイルをコピーします。

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

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

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

2

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

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

1

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

2

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

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

4

最初のノードで、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを次のように編
集します。
cluster clus1 (
SecureClus = 1
)

5

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

6

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

7

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

8

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

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

1

VCS ユーザーを追加するために必要な情報を確認します。

2

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

3

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

4

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

5

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

6

新しく追加されたユーザーの概略を見直し、その情報を確認します。

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

1

SMTP 電子メール通知を設定するために必要な情報を確認します。

2

SMTP 通知を設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure SMTP notification?[y,n,q,?](n) y

SMTP の通知を設定しない場合は、次の設定オプションにスキップできます。
p.127 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

3

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

NIC 情報を入力します。
Active NIC devices discovered on galaxy: hme0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (hme0)
Is hme0 to be the public NIC used by all systems?
[y,n,q,b,?](y)

■

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

■

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

■

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

4

必要に応じて、SMTP 受信者を追加します。
■

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

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

5

SMTP 通知情報を確認します。
NIC: hme0
SMTP Address: smtp.example.com
Recipient: ozzie@example.com receives email for Warning or
higher events
Recipient: harriet@example.com receives email for Error or
higher events
Is this information correct?[y,n,q] (y)

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

1

VCS の SNMP 通知機能を設定するために必要な情報を確認します。

2

SNMP 通知を設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure SNMP notification?[y,n,q,?](n) y

このオプションをスキップすると、有効な HA/DR のライセンスがインストールされて
いれば、このクラスタをグローバルなクラスタとして設定するオプションが表示されま
す。 HA/DR のライセンスをインストールしなかった場合、インストーラは入力された
設定内容に従って VCS を設定します。
p.129 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

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

NIC 情報を入力します。
Active NIC devices discovered on galaxy: hme0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (hme0)
Is hme0 to be the public NIC used by all systems?
[y,n,q,b,?](y)

■

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

■

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

■

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

4

必要に応じて、SNMP コンソールを追加します。
■

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

■

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

5

SNMP 通知情報を確認します。
NIC: hme0
SNMP Port: 162
Console: saturn receives SNMP traps for Error or
higher events
Console: jupiter receives SNMP traps for SevereError or
higher events
Is this information correct?[y,n,q] (y)

グローバルクラスタの設定
有効な HA/DR ライセンスをインストールしてある場合は、インストーラによってこのクラス
タをグローバルクラスタとして設定するオプションが表示されます。ライセンスをインストー
ルしていない場合、インストーラはユーザーが入力した設定の詳細に基づいた VCS の
設定に進みます。 後から各クラスタで gcoconfig ユーティリティを実行して、グローバル
クラスタ用に VCS 設定ファイルを更新することもできます。
グローバルクラスタを設定して、別の場所にあるクラスタをリンクし、広域フェールオーバー
とディザスタリカバリを有効にすることができます。インストーラによりグローバルクラスタの
基本情報が VCS 設定ファイルに追加されます。グローバルクラスタを設定するには、追
加の設定タスクを実行する必要があります。
VCS グローバルクラスタを設定するための手順について詳しくは、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
メモ: RDC（Replicated Data Cluster）やキャンパスクラスタを設定するために HA/DR ラ
イセンスをインストールした場合は、このインストールオプションを省略します。
グローバルクラスタオプションを設定するには

1

グローバルクラスタオプションを設定するために必要な情報を確認します。

2

グローバルクラスタオプションを設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure the Global Cluster Option? [y,n,q] (n) y

このオプションを省略する場合は、インストーラはユーザーが入力した設定の詳細に
基づいた VCS の設定に進みます。
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3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を入力します。
インストーラから、NIC、仮想 IP アドレス、ネットマスクの値を入力するよう要求されま
す。
仮想 IP アドレスの詳細を入力済みの場合は、入力した値が検出されます。 グロー
バルクラスタ設定に同じ仮想 IP アドレスを使うことも、別の値を入力することもできま
す。
また、仮想 IP アドレスとして IPv6 アドレスを入力することもできます。

4

グローバルクラスタの設定を確認します。次に例を示します。
IPv4 の場合:

Global Cluster Option configuration verification:
NIC: hme0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct?[y,n,q] (y)
Solaris x64 では、NIC のポートの例は bge0 です。

IPv6 の場合:

Global Cluster Option configuration verification:
NIC: hme0
IP: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10
Prefix: 64
Is this information correct?[y,n,q] (y)
Solaris x64 では、NIC のポートの例は bge0 です。

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

1

次のプロンプトが表示された場合は、Enter キーを押します。
Do you want to stop VCS processes now? [y,n,q,?] (y)

2

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

シマンテック社にインストール情報を送信する場合は、プロンプトで y を入力します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?
[y,n,q,?] (y) y

4

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

クラスタとそこに設定されたリソースを説明します。

ログファイル

設定全体の詳細を表示します。

応答ファイル

他のシステムでセキュアなインストールや無人インストールを実行する
ために使える設定情報が含まれています。
p.183 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。

システム上のライセンスの確認と更新
VCS をインストールした後に、vxlicrep プログラムを使ってライセンス情報を確認できま
す。デモライセンスは永続ライセンスに更新できます。
p.131 の 「システムのライセンス情報の確認」 を参照してください。
p.132 の 「vxlicinst を使った製品ライセンスの更新」 を参照してください。

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

1

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

2

次の情報を判断するために次の出力を見直します。
■

ライセンスキー

■

ライセンスの種類

■

適用対象の製品
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■

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

License Key
Product Name
Serial Number
License Type
OEM ID

=
=
=
=
=

xxx-xxx-xxx-xxx-xxx
Veritas Cluster Server
xxxxx
PERMANENT
xxxxx

Features :=
Platform
Version
Tier
Reserved
Mode

=
=
=
=
=

Solaris
6.0
0
0
VCS

vxlicinst を使った製品ライセンスの更新
vxlicinst コマンドを使って、各ノードに VCS ライセンスキーを追加できます。すでに

VCS のインストールと設定が行われ、デモライセンスを使っている場合は、デモライセン
スを更新できます。
p.132 の 「VCS デモライセンスから永続ライセンスへの更新」 を参照してください。
製品ライセンスを更新するには
◆

各ノードで、次のコマンドを使ってライセンスキーを入力します。
# vxlicinst -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX

VCS デモライセンスから永続ライセンスへの更新
VCS デモキーライセンスの有効期限が切れた場合、vxlicinst(1) プログラムを使って
永続ライセンスに更新できます。
デモキーを更新するには

1

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

2

クラスタ内のすべてのノードで VCS を停止します。
# hastop -all -force

実行中のアプリケーションは停止しません。
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3

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

4

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

5

各ノードで VCS を起動します。
# hastart
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9
データ整合性のための VCS
クラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

installvcs プログラム を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

■

installvcs プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

■

installvcs プログラム を使用した仮想環境での非 SCSI-3 サーバーベース I/O フェ
ンシングの設定

■

優先フェンシングポリシーの有効化と無効化

installvcs プログラム を使ったディスクベース I/O フェン
シングの設定
installvcs プログラムの -fencing オプションを使って I/O フェンシングを設定できます。

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

1

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

2

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

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

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

# vxdisksetup -i device_name

次の例では、CDS 形式を指定しています。
# vxdisksetup -i c2t13d0

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

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

1

-fencing オプションを指定して installvcs プログラム を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -fencing

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

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。2 を入力
して、ディスクベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-4,b,q] 2

4

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

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

5

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

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

6

■

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

■

新しいディスクグループを作成するには、次の手順を実行します。
■

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk group）］ オプショ
ンに対応する番号を入力します。
プログラムは、クラスタ内の CDS ディスク形式の利用可能なディスクをリスト
し、コーディネータディスクとして使われる最低 3 つの奇数のディスクを選択
するよう求めます。
シマンテック社では、ディスクベース I/O フェンシングのコーディネーションポ
イントとして 3 つのディスクを使うことをお勧めします。
利用可能な VxVM CDS ディスクが必要条件を下回っている場合、インストー
ラは VxVM ディスクとして他のディスクを初期化したいかどうか尋ねます。
VxVM ディスクとして初期化するディスクを選択してから、新しいディスクグ
ループを作成するために使用します。

■

コーディネータディスクとして使うディスクに対応する番号を入力します。

■

ディスクグループ名を入力します。

選択したコーディネータディスクが I/O フェンシングの条件を満たすことを検証しま
す。
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが SCSI-3 PR と互換性があることを
検証してから、この設定プログラムに戻る必要があります。
p.138 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

7

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

8

使うことを選択した I/O フェンシングのディスクポリシーを入力します。次に例を示し
ます。
Enter disk policy for the disk(s) (raw/dmp): [b,q,?] raw

また、プログラムは、次の処理を行います。
■

このディスクグループの情報を /etc/vxfendg ファイルに設定します。
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■

9

I/O フェンシングのモードの情報と SCSI-3 ディスクポリシーの情報を、各クラスタ
ノードの /etc/vxfenmode ファイルに設定します。

インストーラが概略を示した I/O フェンシング設定情報を確認します。

10 設定プログラムが次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

各ノードで VCS と I/O フェンシングを停止します。

■

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

■

必要に応じて、VCS の設定ファイル main.cf を更新します。

■

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

■

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

11 設定プログラムがログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を表示したら、そ
の出力を確認します。

12 コーディネータディスクを監視するように、コーディネーションポイントエージェントを
設定します。
p.244 の 「コーディネーションポイントを監視するための CoordPoint エージェントの
設定」 を参照してください。

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

ASL（Array Support Library）を確認する
p.139 の 「ASL（Array Support Library）の確認」 を参照してください。

■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
p.140 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることの確認」 を参照してくださ
い。

■

SCSI-3 の共有ディスクをテストする
p.141 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。

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

1

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

2

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

LIBNAME
VID
PID
===========================================================
libvx3par.so
3PARdata
VV
libvxCLARiiON.so
DGC
All
libvxFJTSYe6k.so
FUJITSU
E6000
libvxFJTSYe8k.so
FUJITSU
All
libvxap.so
SUN
All
libvxatf.so
VERITAS
ATFNODES
libvxcompellent.so COMPELNT
Compellent Vol
libvxcopan.so
COPANSYS
8814, 8818

3

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

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

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

1

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

2

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

詳しくは vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
ノード A では /dev/rdsk/c1t1d0s2 のパスで、ノード B は /dev/rdsk/c2t1d0s2 パ
スで、EMC のディスクにアクセスできるとします。
ノード A からは、次のように入力します。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c1t1d0s2
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/rdsk/c2t1d0s2 パスを使って、同等のコマンドをノード B で入力すると、同じ
シリアル番号情報が表示されます。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように、出力が異なる
場合があります。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c3t1d2s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

-SUN

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では、/dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。
ディスクの準備が整っていることを示すメッセージが表示されない場合、テストは失敗で
す。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性があります。失敗
は不良ディスクが原因の場合もあります。
失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを取り除いて交換します。vxfentsthdw
は、ディスクが I/O フェンシング用として使用できることを、次のようなメッセージで示しま
す。
The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for I/O Fencing on
node galaxy

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

1

システム対システムの通信が適切に機能していることを確認します。
p.489 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。
rsh を通信に使う場合は、-n オプションを指定してユーティリティを実行します。
# vxfentsthdw [-n]

3

このスクリプトはテストによるディスク上のデータ上書きを警告します。概要と警告を
確認してから、プロセス続行を確定してノードの名前を入力します。
警告: -r オプションを使わないと、テストによってディスク上に存在するデータが上
書きされ、破壊されます。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: galaxy
Enter the second node of the cluster: nebula
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4

チェックするディスクの名前を入力します。各ノードで、異なる名前が同じディスクに
付けられている場合があります。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
IP_adrs_of_galaxy in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxsx
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxsx
Make sure it's the same disk as seen by nodes
IP_adrs_ofgalaxy and IP_adrs_of_nebula
/dev/rdsk/c2t13d0s2
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
IP_adrs_of_nebula in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxsx
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxsx
Make sure it's the same disk as seen by nodes
IP_adrs_ofgalaxy and IP_adrs_of_nebula
/dev/rdsk/c2t13d0s2

ディスクのシリアル番号が同じでない場合、テストは停止します。

5

ユーティリティが検査を実行してその活動が報告されたら、出力を確認します。

6

各ノードのディスクが I/O フェンシングを実行できる状態であれば、各ノードでユー
ティリティが正常終了を報告します。たとえば、ユーティリティにより、ノード galaxy
に次のメッセージが表示されます。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy

7

検証するディスクごとに vxfentsthdw ユーティリティを実行します。

installvcs プログラムを使ったサーバーベース I/O フェ
ンシングの設定
installvcs プログラム を使って VCS クラスタでサーバーベースの I/O フェンシングを設
定できます。
サーバーベースのフェンシングでは、次のようなコーディネーションポイントを設定に追加
できます。
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■

CP サーバーと SCSI-3 対応コーディネータディスクの組み合わせ

■

CP サーバーのみ
シマンテック社では、1 つの高可用性 CP サーバーを単一コーディネーションポイント
として使うサーバーベースフェンシングもサポートしています。

p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
p.92 の 「推奨される CP サーバーの設定」 を参照してください。
ここでは、次の手順の例を取り上げます。
CP サーバーとコーディネータ
ディスクの組み合わせ

p.144 の 「VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定
するには（1 つの CP サーバーと 2 つのコーディネータディスク）」
を参照してください。

1 つの CP サーバー

p.149 の 「VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定
するには（1 つの CP サーバー）」 を参照してください。

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

1

2

サーバーベースの設定モデルに応じて、次のことを確認します。
■

CP サーバーが設定されていて、VCS クラスタからアクセスできる。VCS クラスタ
は、アプリケーションクラスタまたはクライアントクラスタとも呼ばれます。
p.95 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

■

コーディネーションディスクが SCSI3-PR 対応であることが確認されている。
p.138 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

-fencing オプションを指定して installvcs プログラム を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -fencing

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

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

4

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-4,b,q] 1
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ストレージが SCSI3-PR をサポートすることを確認し、次のプロンプトで「y」を入力し
ます。
Does your storage environment support SCSI3 PR? [y,n,q] (y)

6

プロンプトで、コーディネーションポイントに関する次の詳細を指定します。
■

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

■

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

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数を
入力します。
Enter the total number of Virtual IP addresses or fully
qualified host name for the
Coordination Point Server #1: [b,q,?] (1) 2

■

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

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

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port in the range [49152, 65535] which the
Coordination Point Server 10.209.80.197
would be listening on or simply accept the default port suggested:
[b] (14250)

8

プロンプトで、次のコーディネータディスク関連詳細を指定します。
■

コーディネータディスクの I/O フェンシングディスクポリシーを入力します。
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Enter disk policy for the disk(s) (raw/dmp):
[b,q,?] raw
■

インストーラが表示する利用可能なディスクの一覧からコーディネータディスクを
選択します。選択するディスクがすべての VCS（アプリケーションクラスタ）ノード
から利用可能であることを確認してください。
インストーラからディスクの選択を要求される回数は、手順 6 で指定した情報に
よって異なります。たとえば、2 つのコーディネータディスクを設定するように選択
した場合は、インストーラから 1 つ目のディスクと 2 つ目のディスクを選択するよ
うに要求されます。
Select disk number 1 for co-ordination point
1) c1t1d0s2
2) c2t1d0s2
3) c3t1d0s2
Please enter a valid disk which is available from all the
cluster nodes for co-ordination point [1-3,q] 1

■

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

■

コーディネータディスクのディスクグループ名を入力するか、またはデフォルトを
受け入れます。
Enter the disk group name for coordinating disk(s):
[b] (vxfencoorddg)
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フェンシング設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.109.80.197 ([10.109.80.197]:14250)
SCSI-3 disks:
1. c1t1d0s2
2. c2t1d0s2
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: raw

ディスクとディスクグループが初期化され、VCS（アプリケーションクラスタ）ノードの
ディスクグループがデポートされます。

10 セキュリティのために CP サーバーが設定されている場合は、CP サーバーと VCS
（アプリケーションクラスタ）間のセキュア通信が設定されます。
CP サーバーの認証ブローカーとアプリケーションクラスタノード間の信頼が確立され
たら、Enter キーを押して続行します。

11 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}
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12 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が確
立されるので、出力を確認してください。それから、各アプリケーションクラスタノード
で適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.210.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.210.80.197 .......... Done
Registering client node galaxy with Coordination Point Server 10.210.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 .... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 .. Done
Registering client node nebula with Coordination Point Server 10.210.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 ....
Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 ..Done
Updating /etc/vxfenmode file on galaxy .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on nebula ......... ........................ Done

p.457 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

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

14 VCS（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)
Adding Coordination Point Agent via galaxy .... Done

15 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。
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VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定するには（1 つの CP サーバー）

1

CP サーバーが設定されていて、VCS クラスタからアクセス可能であることを確認しま
す。VCS クラスタは、アプリケーションクラスタまたはクライアントクラスタとも呼ばれま
す。
p.95 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

2

-fencing オプションを指定して installvcs プログラム を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -fencing

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

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

4

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-4,b,q] 1

5

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

6

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

設定を進める前に、インストーラの警告を注意して読んでください。

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数を
入力します。
Enter the total number of Virtual IP addresses or fully
qualified host name for the
Coordination Point Server #1: [b,q,?] (1) 2
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■

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

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

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port in the range [49152, 65535] which the
Coordination Point Server 10.209.80.197
would be listening on or simply accept the default
port suggested: [b] (14250)

8

フェンシング設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 1
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.109.80.197 ([10.109.80.197]:14250)

9

セキュリティのために CP サーバーが設定されている場合は、CP サーバーと VCS
（アプリケーションクラスタ）間のセキュア通信が設定されます。
CP サーバーの認証ブローカーとアプリケーションクラスタノード間の信頼が確立され
たら、Enter キーを押して続行します。

10 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}
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11 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が確
立されるので、出力を確認してください。それから、各アプリケーションクラスタノード
で適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
このような単一 CP サーバーフェンシング設定では、/etc/vxfenmode ファイルにエ
ントリ single_cp=1 も設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.210.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.210.80.197 .......... Done
Registering client node galaxy with Coordination Point Server 10.210.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 ....
Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 .. Done
Registering client node nebula with Coordination Point Server 10.210.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.210.80.197 ....
Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server
10.210.80.197 .. Done
Updating /etc/vxfenmode file on galaxy .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on nebula ......... ........................ Done

p.457 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

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

13 VCS（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on the
client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)
Adding Coordination Point Agent via galaxy ... Done

14 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。
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installvcs プログラム を使用した仮想環境での非 SCSI-3
サーバーベース I/O フェンシングの設定
SCSI-3 PR 対応ストレージをサポートしていない仮想環境に VCS をインストールした場
合は、非 SCSI-3 フェンシングを設定できます。
SCSI 3 PR 非対応の設定で installvcs プログラム を使って I/O フェンシングを設定する
には

1

-fencing オプションを指定して installvcs プログラム を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -fencing

installvcs プログラム は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.0 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster
[1-4,b,q] 1

4

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

5

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

6

設定で使う CP サーバーコーディネーションポイントの数を入力します。

7

CP サーバーごとに次の詳細を入力します。
■

仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を入力します。

■

CP サーバーが接続の応答を準備するポートアドレスを入力します。
デフォルト値は 14250 です。異なるポートアドレスを入力できます。有効な値は
49152 から 65535 です。

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

8

指定した CP サーバー情報を確認します。

9

VCS クラスタ設定情報を確認します。

第 9 章 データ整合性のための VCS クラスタの設定
優先フェンシングポリシーの有効化と無効化

次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

■

各 CP サーバーの CP サーバー設定ファイルを次の詳細で更新します。
■

CP サーバーに VCS クラスタ の各ノードを登録します。

■

CP サーバーに CP サーバーユーザーを追加します。

■

CP サーバーユーザーに VCS クラスタ を追加します。

VCS クラスタ の各ノードで次の設定ファイルを更新します。
■ /etc/vxfenmode

ファイル

■ /etc/vxenviron

ファイル

■ /etc/llttab

ファイル

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

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

優先フェンシングポリシーの有効化と無効化
I/O フェンシング設定で優先フェンシング機能を有効化または無効化できます。
優先フェンシングを有効にして、システムベース制御権獲得ポリシーまたはグループベー
ス制御権獲得ポリシーを使うことができます。優先フェンシングを無効にした場合、I/O
フェンシング設定ではデフォルトの数ベースの制御権獲得ポリシーが使われます。
p.29 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。
I/O フェンシング設定で優先フェンシングを有効にするには

1

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

2

クラスタレベル属性 UseFence の値が SCSI3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence
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3

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

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

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

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

4

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

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

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

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

VCS 設定を保存します。
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# haconf -dump -makero

5

フェンシングドライバに現在設定されているノードフェンシングの重みを表示するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -a

I/O フェンシング設定で優先フェンシングを無効にするには

1

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

2

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

3

優先フェンシングを無効にしてデフォルトの制御権獲得ポリシーを使うには、クラス
タレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を Disabled に設定します。
# haconf -makerw
# haclus -modify PreferredFencingPolicy Disabled
# haconf -dump -makero
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10
VCS のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas の Web ベースインストーラを使う前に

■

Veritas の Web ベースインストーラの起動

■

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得

■

Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実行

■

Web ベースのインストーラを使った VCS のインストール

Veritas の Web ベースインストーラを使う前に
Veritas の Web ベースのインストーラには次の設定が必要です。
表 10-1

Web ベースのインストーラの必要条件

System

機能

必要条件

ターゲットシステム

Veritas 製品をインストールするシステム。 VCS 6.0 のサポート対象の
プラットフォームである必要
があります。

インストールサーバー

インストールを開始するサーバー。インス ターゲットシステムと同じオ
トールサーバーからインストールメディア ペレーティングシステムを
にアクセスできます。
使い、サポート対象のオペ
レーティングシステムのい
ずれかのアップデートレベ
ルである必要があります。
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System

機能

必要条件

管理システム

インストールを実行するために Web ブラ Web ブラウザが必要です。
ウザを実行するシステム。
サポート対象のブラウザ:
Internet Explorer 6、
7、および 8
■ Firefox 3.x 以降
■

Veritas の Web ベースインストーラの起動
この項では Veritas の Web ベースインストーラの起動について説明します。
Veritas の Web ベースインストーラを起動するには

1

インストールサーバーで Veritas XPortal Server プロセス（xprtlwid）を起動しま
す。
# ./webinstaller start

webinstaller スクリプトを実行すると URL が表示されます。このURLを覚えておき
ます。
メモ: URL が表示されない場合は、再度コマンドを実行してください。
デフォルトのリスナーポートは 14172 です。ポート 14172 をブロックするファイア
ウォールを持つ場合は -port オプションで代わりにフリーポートを使います。

2

管理サーバーで Web ブラウザを起動します。

3

スクリプトによって表示された URL に移動します。

4

特定のブラウザでは次のメッセージが表示されることがあります。
Secure Connection Failed

ブラウザのセキュリティ例外を取得します。
メッセージが表示されたら、root とインストールサーバーの root パスワードを入力
します。

5

スーパーユーザーとしてログインします。

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得
Mozilla Firefox のセキュリティ例外を取得する必要がある場合もあります。
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次の手順は一般的なものです。これらは Mozilla ブラウザの迅速なリリースサイクルに
よって変わる場合があります。
セキュリティ例外を取得するには

1

［例外として扱うこともできます...（Or you can add an exception）］リンクをクリックし
ます。

2

［例外を追加（Add Exception）］ボタンをクリックします。

3

［証明書を取得（Get Certificate）］ボタンをクリックします。

4

［次回以降にもこの例外を有効にする（Permanently Store this exception）］チェッ
クマークを外します（推奨）。

5

［セキュリティ例外を承認（Confirm Security Exception）］ボタンをクリックします。

6

［ユーザー名（User Name）］フィールドに root と入力し、［パスワード（Password ）］
フィールドに Web サーバーの root パスワードを入力します。

Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインス
トールチェックの実行
この項では Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実行
について説明します。
プレインストールチェックを実行するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページの［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから［プレインストールチェックの実行（Perform a Pre-installation
Check）］を選択します。

3

［製品（Product）］ドロップダウンリストから Veritas Cluster Server を選択し、［次へ
（Next）］をクリックします。

4

プレチェックを実行するシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで
区切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

5

インストーラによってプレチェックが実行され、結果が表示されます。

6

検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。インストーラによってイン
ストールの開始を求めるメッセージが表示されます。［はい（Yes）］をクリックして、選
択したシステムにインストールします。後でインストールするときは［いいえ（No）］をク
リックします。

7

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。
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Web ベースのインストーラを使った VCS のインストール
ここでは、Veritas の Web ベースインストーラを使った VCS のインストールについて説明
します。
Web ベースのインストーラを使って VCS をインストールするには

1

準備の手順を実行します。
p.161 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実
行」 を参照してください。

2

Web ベースインストーラを開始します。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスク（Task）］ドロップダウンリストから［製品のインストール（Install a Product）］を
選択します。

4

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Veritas Cluster Server (VCS)］を選択
し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［使用許諾契約（License agreement）］ページで、エンドユーザー使用許諾契約
（EULA）を読みます。続行するには、［はい、同意します（Yes, I agree）］を選択し、
［次へ（Next）］をクリックします。

6

最小限、推奨構成、すべてのパッケージのいずれかを選択します。［次へ（Next）］
をクリックします。

7

インストール先システムを指定します。システムが複数の場合は名前をスペースで区
切ります。［次へ（Next）］をクリックします。

8

システム間の通信モードをまだ設定していない場合は、ssh または rsh を設定でき
ます。この設定を行う場合は、通信モードを選択し、システムのスーパーユーザーパ
スワードを指定します。

9

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムに VCS
をインストールします。

10 インストールが完了した後に、ライセンス交付の方法を選択する必要があります。
［ライセンス（license）］ページで、次のタブのいずれかを選択します。
■

キーレスライセンス（Keyless licensing）
メモ: キーレスライセンスオプションを使うと、キーを入力しなくてもインストールで
きます。ただし、コンプライアンスを確保するには、管理サーバーでシステムを管
理する必要があります。
詳しくは次の Web サイトにアクセスしてください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
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次の情報を指定します。
■

グローバルクラスタオプションを有効にするかどうかを選択します。

［登録（Register）］をクリックします。
■

ライセンスキーの入力（Enter license key）
有効なライセンスキーがある場合は、このタブをクリックします。各システムのライ
センスキーを入力します。［登録（Register）］をクリックします。

11 インストーラによって、クラスタの設定を求めるメッセージが表示されます。製品の設
定を続行するには、［はい（Yes）］を選択します。
［いいえ（No）］を選択すると、インストーラを終了できます。VCS を使う前に、製品を
設定する必要があります。
インストールが完了した後に、インストーラによってログと概略ファイルの場所が表示
されます。必要に応じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

12 メッセージが表示された場合は、インストール情報をシマンテック社に送信するかど
うかを指定するチェックボックスにチェックマークを付けます。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。
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11
VCS の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定
Web ベースのインストーラを使って VCS の設定を始める前に、設定の必要条件を確認
してください。
p.72 の 「VCS のインストールと設定に関する情報の準備」 を参照してください。
デフォルトで、システム間の通信には SSH が選択されます。SSH がシステム間の通信に
使われた場合、SSH コマンドはパスワードや確認を求めるプロンプトを表示せずに実行
します。
設定処理中はいつでも、［終了（Quit）］をクリックして Web インストーラを終了できます。
クラスタで VCS を設定するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、タスクと製品
を次のように選択します。
タスク

製品の設定（Configure a Product）

製品

Veritas Cluster Server

［次へ（Next）］をクリックします。
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3

［システムの選択（Select Systems）］ページで、VCS を設定するシステムの名前を
入力し、［次へ（Next）］をクリックします。
例: galaxy nebula
インストーラは初期システム検証を実行します。システム通信が検査されます。また、
リリース互換性、インストールされている製品バージョン、プラットフォームバージョン
を調べ、製品のプレチェックを実行します。
インストーラがシステムの検証を正常に完了した後、［次へ（Next）］をクリックします。

4

［確認（Confirmation）］ダイアログボックスが表示されたら、I/O フェンシングを設定
するかどうかを選択します。
I/O フェンシングを設定するには、［はい（Yes）］をクリックします。
後で I/O フェンシングを設定するには、［いいえ（No）］をクリックします。Web ベー
スのインストーラを使って I/O フェンシングを後で設定できます。
p.171 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実
現」 を参照してください。
installvcs -fencing コマンド、応答ファイルを使って I/O フェンシングを後で設

定することもできます。または、手動で設定します。
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5

［クラスタ名/ID の設定（Set Cluster Name/ ID）］ページで、クラスタについて次の
情報を指定します。
クラスタ名

一意のクラスタ名を入力します。

クラスタ ID

一意のクラスタ ID を入力します。
インストーラを使って、クラスタ ID が一意であるかどうかを確認できま
す。マルチクラスタ環境での重複したクラスタ ID を調べるには、イン
ストーラを使うことを推奨します。

重複クラスタ ID の確 指定したクラスタ ID がプライベートネットワーク内で一意であることを
認（Check duplicate 検証する場合はこのチェックボックスを選択します。検証は次のペー
cluster ID）
ジでハートビートの詳細を指定した後実行されます。検証は完了する
のに数分間かかります。
LLT のタイプ

一覧から LLT タイプを選択します。UDP 上での LLT または イーサ
ネット上での LLT を設定することを選択できます。
［イーサネット上の自動検出（Auto detect over Ethernet）」を選択
した場合は、イーサネット上での LLT リンクが自動的に検出されます。
リンクを確認したら、［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで［は
い（Yes）］をクリックします。手順 7 へ進みます。［いいえ（No）］をクリッ
クした場合は、イーサネット上での LLT を設定するための詳細を手動
で入力する必要があります。

ハートビート数

設定するハートビートリンク数を選択します。

NIC

設定する NIC を選択します。

追加の優先度の低い 優先度が低いリンクを設定する場合はチェックマークを付けます。1
ハートビート NIC
つのハートビートリンクが優先度が低いリンクとして設定されます。
（Additional Low
Priority Heartbeat
NIC）
システムごとに一意の イーサネット上での LLT で、他のシステムでのプライベートハートビー
ハートビート NIC
トリンクを設定するときに同じ NIC 詳細を使わない場合に、チェック
（Unique Heartbeat マークを付けます。
NICs per system）
UDP 上の LLT では、このチェックボックスはデフォルトでチェックマー
クが付いています。

［次へ（Next）］をクリックします。

6

［クラスタハートビートの設定（Set Cluster Heartbeat）］ページでは、［クラスタ名/ID
の設定（Set Cluster Name/ ID）］ページで選択した LLT タイプのハートビートリン
ク詳細を選択します。
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［イーサネット経由の LLT 次の設定を行います。
（LLT over Ethernet）］の
■ すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、プライベートハー
場合:
トビートリンクごとに NIC を選択します。
■ ［クラスタ名/ID の設定（Set Cluster Name/ ID）］ページで
［システムごとに一意のハートビート NIC（Unique Heartbeat
NICs per system）］を選択した場合は、システムごとに NIC
詳細を入力します。
［UDP 経由の LLT（LLT
over UDP）］の場合:

プライベートハートビートリンクごとに NIC、ポート、IP アドレスを
選択します。これらの詳細はシステムごとに指定する必要があり
ます。

［次へ（Next）］をクリックします。

7

［オプションの設定（Optional Configuration）］ページで、設定するオプション VCS
機能を決定します。対応するタブをクリックし、各オプションの詳細を指定します。
仮想 IP（Virtual
IP）

［仮想 IP を設定する（Configure Virtual IP）］にチェックマークを
付けます。
■ 各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
■ 仮想 IP を設定するインターフェースを選択します。
■

■

ネットマスクの仮想 IP アドレスと値を入力します。
IPv4 または IPv6 アドレスを使うことができます。

VCS ユーザー(VCS ■ 必要に応じて、Admin ユーザーのパスワードをリセットします。
Users)
■ ［VCS ユーザーの設定（Configure VCS users）］オプションを選択
します。
■ ［追加（Add）］をクリックして、新しいユーザーを追加します。
このユーザーのユーザー名、パスワードおよびユーザー権限を指
定します。

第 11 章 VCS の設定
Web ベースのインストーラを使った VCS の設定

SMTP

■

［SMTP の構成（Configure SMTP）］にチェックマークを付けます。

■

各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、すべてのシステムで
使う VCS Notifier 用の NIC を選択します。そうでない場合は、そ
れぞれのシステムで使う NIC を選択します。
［SMTP サーバー］ボックスに、SMTP サーバーのドメインベースホ
スト名を入力します。例: smtp.yourcompany.com
［受信者］ボックスに、SMTP 受信者の完全な電子メールアドレスを
入力します。例: user@yourcompany.com。
［イベント］リストボックスで、各受信者に送信するメッセージの最小
セキュリティレベルを選択します。
必要に応じて、［追加（Add）］をクリックし、さらに SMTP 受信者を
追加します。

■

■

■

■

■

SNMP

■

■

■

■

■

■

■

GCO

［SNMP の構成（Configure SNMP）］にチェックマークを付けま
す。
各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、すべてのシステムで
使う VCS Notifier 用の NIC を選択します。そうでない場合は、そ
れぞれのシステムで使う NIC を選択します。
［SNMP ポート］ボックスに、SNMP トラップデーモンポート（162）を
入力します。
［コンソールシステム名］ボックスに、SNMP コンソールシステム名
を入力します。
［イベント］リストボックスで、各コンソールに送信するメッセージの最
小セキュリティレベルを選択します。
必要に応じて、［追加（Add）］をクリックし、さらに SNMP コンソール
を追加します。

有効な HA/DR ライセンスをインストールしたら、後で設定するグロー
バルクラスタの広域ハートビートリンク詳細をここで入力できます。
VCS グローバルクラスタを設定する手順について詳しくは、『Veritas
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
■

［GCO を設定（Configure GCO）］にチェックマークを付けます。

各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC
を個別に設定します（Configure NICs for every system）］に
チェックマークを付けます。
■ NIC を選択します。
■

■

ネットマスクの仮想 IP アドレスと値を入力します。
IPv4 または IPv6 アドレスを使うことができます。
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セキュリティ
（Security）

セキュアな VCS クラスタを設定するには、［セキュアクラスタを設定しま
す（Configure secure cluster）］チェックボックスをオンにします。
このタスクを後で実行する場合は、［セキュアクラスタを設定します
（Configure secure cluster）］チェックボックスのチェックマークをは
ずします。installvcs プログラム の -security オプションを使うこ
とができます。

［次へ（Next）］をクリックします。

8

［プロセスの停止（Stop Processes）］ページで、すべてのプロセスが正常に停止し
た後に［次へ（Next）］をクリックします。

9

［プロセスの開始（Start Processes）］ページで、指定した詳細に基づいて設定が実
行されてすべてのプロセスが正常に開始した後に、［次へ（Next）］をクリックします。
手順 4 で I/O フェンシングの設定を選択しなかった場合は、手順 11 までスキップし
ます。フェンシングを設定する場合は、手順 10 に進みます。

10 ［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、フェンシング設定の
種類を選択します。
コーディネーションポイン サーバーベース I/O フェンシングを設定するには、このオプショ
トクライアントベースのフェ ンを選択します。
ンシングの設定
（Configure
Coordination Point
client based fencing）
ディスクベースのフェンシ ディスクベース I/O フェンシングを設定するには、このオプション
ングを設定します
を選択します。
（Configure disk based
fencing）

設定するフェンシングの種類に応じて、画面に従って操作します。
p.171 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実
現」 を参照してください。

11 ［次へ（Next）］をクリックして、VCS を設定するプロセスを完了します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

12 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。
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Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の
実現
VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があります。設定
要件を再確認します。
p.165 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
データ整合性を実現するために VCS を設定するには

1

Web ベースインストーラを開始します。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、タスクと製品
を次のように選択します。
タスク

I/O フェンシングの設定

製品

Veritas Cluster Server

［次へ（Next）］をクリックします。

3

インストーラが表示するクラスタ情報を確認し、クラスタの I/O フェンシングを設定す
るかどうかを決定します。

4

［クラスタの選択（Select Cluster）］ページで、インストーラがクラスタの検証を正常に
完了した後、［次へ（Next）］をクリックします。
インストーラは初期システム検証を実行します。システム通信が検査されます。また、
リリース互換性、インストールされている製品バージョン、プラットフォームバージョン
を調べ、製品のプレチェックを実行します。

5

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、ディスクベースのフェ
ンシングとサーバーベースのフェンシングのどちらを設定するかを選択します。
ディスクベースのフェンシングを設定することを選択した場合、手順 7 に進みます。
サーバーベースのフェンシングを設定することを選択した場合、手順 10 に進みま
す。

6

表示される［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで、ストレージ環境が SCSI-3
PR をサポートしているかどうかを確認します。
SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境では、非 SCSI-3 サーバーベースフェンシン
グを設定できます。
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7

［フェンシングの設定（Configure Fencing）］ページでは、設定するように選択した
フェンシングの種類に応じて、詳細を確認するメッセージが表示されます。コーディ
ネーションポイントの詳細を指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

8

［フェンシングの設定（Configure Fencing）］ページで、次の情報を指定します。
ディスクグループの選択
(Select a Disk Group)

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk
group）］オプションを選択するか、リストからディスクグループの
1 つを選択します。
リストからディスクグループの 1 つを選択した場合は、そのディ
スクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。
手順 16 に進みます。
■ ［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk
group）］オプションを選択した場合は、SCSI-3 PR 対応ディ
スクであることを確認してから、確認ダイアログボックスで［は
い（Yes）］をクリックします。
［次へ（Next）］をクリックします。手順 9 に進みます。
■

9

［新しいDGの作成（Create New DG）］ページで、次の情報を指定します。
新しいディスクグループ名 作成する新しいコーディネータディスクグループの名前を入力し
(New Disk Group
ます。
Name)
ディスクの選択(Select
Disks)

コーディネータディスクグループを作成するための 3 つ以上の
ディスクを選択します。
3 つを超えるディスクを選択する場合は、奇数のディスクを選択
してください。

フェンシングディスクポリ
シー

ディスクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。

手順 16 に進みます。

10 ［フェンシングの設定（Configure Fencing）］ページでは、設定するように選択した
フェンシングの種類に応じて、詳細を確認するメッセージが表示されます。コーディ
ネーションポイントの詳細を指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

11 CP サーバーごとに、次の詳細を指定します。
■

仮想 IP アドレス、または仮想 IP アドレスのホスト名を入力します。インストーラで
は、すべてのアプリケーションクラスタノードのように、これらの値が同一であると
想定します。
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■

CP サーバーが応答準備するポートを入力します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

12 サーバーベースのフェンシング設定でコーディネーションポイントとしてディスクを使
用する場合は、次の手順を実行します。
■

ディスクが SCSI-3 PR 準拠であることをまだ確認していない場合は、今すぐ確認
し、ダイアログボックスで［OK］をクリックします。

■

デフォルトのコーディネータディスクグループ名を使用しない場合は、作成する
コーディネータディスクグループの名前を入力します。

■

コーディネータディスクグループを作成するディスクを選択します。

■

ディスクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。

13 表示される［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで、入力したコーディネーショ
ンポイント情報が正しいかどうかを確認し、［はい（Yes）］をクリックします。

14 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動さ
れ、I/O フェンシング設定が完了します。

15 VCS（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定し、［次へ（Next）］をクリッ
クします。

16 ［次へ（Next）］をクリックして、I/O フェンシングを設定するプロセスを完了します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

17 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。
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5
応答ファイルを使ったインス
トール

■

第12章 VCS の自動インストールの実行

■

第13章 VCS の自動設定の実行

■

第14章 VCS の自動 I/O フェンシング設定の実行
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12
VCS の自動インストールの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のインストール

■

VCS をインストールするための応答ファイルの変数

■

VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った VCS のインストール
一般に、あるクラスタで VCS のインストールを実行した後にインストーラによって生成され
た応答ファイルは、他のクラスタで VCS をインストールするために使えます。インストーラ
の -makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
応答ファイルを使って VCS をインストールするには

1

VCS をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認しま
す。
p.31 の 「VCS の重要なプリインストール情報」 を参照してください。

2

インストール前のタスクが完了していることを確認します。
p.57 の 「インストール前タスクの実行」 を参照してください。

3

VCS をインストールするクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.180 の 「VCS をインストール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。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.178 の 「VCS をインストールするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからインストールを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installvcs -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

VCS をインストールするための応答ファイルの変数
表 12-1 に、VCS をインストールするために定義できる応答ファイルの変数の一覧を示し
ます。
表 12-1

VCS のインストールに固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{install}

スカラー

VCS パッケージ をインストールします。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

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

CFG{systems}

リスト

製品をインストールするシステムのリス
トです。
必須

CFG{prod}

スカラー

インストールする製品を定義します。
値は、VCS の場合は VCS60 です。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{installallpkgs}

スカラー

値が 1 に設定された変数に基づいて、
VCS パッケージをインストールするよう
にインストーラに指示します。

または
CFG{opt}{installrecpkgs}

installallpkgs: すべてのパッケー
ジをインストールする
■ installrecpkgs: 推奨パッケージを
インストールする
■ installminpkgs: 最小パッケージ
をインストールする
■

または
CFG{opt}{installminpkgs}

メモ: これらの変数値のいずれかのみ
を 1 に設定する必要があります。
（必須）
CFG{opt}{rsh}

スカラー

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

CFG{opt}{gco}

スカラー

インストーラがグローバルクラスタオプ
ションを有効にする必要があること定
義します。グローバルクラスタを設定す
る場合は、この変数値を 1 に設定する
必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

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

CFG{opt}{patchpath}

スカラー

製品のパッチを保管する場所（通常
NFS をマウントしている）を定義します。
そこから、すべてのリモートシステムが
製品のパッチをインストールできる場
所です。対象のすべてのシステムから
アクセスできる場所である必要がありま
す。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

製品パッケージを保管する場所（通常
NFS マウント）を定義します。そこから、
すべてのリモートシステムが製品パッ
ケージをインストールできます。対象の
すべてのシステムからアクセスできる
場所である必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

インストール中に必要な一時ファイル
やパッケージを保管する作業ディレク
トリの作成場所を定義します。デフォル
トの場所は /var/tmp です。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

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

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
CFG{opt}{vxkeyless}

スカラー

値が 1 に設定されている場合は、キー
レスライセンスが付与されている製品
をインストールします。値が 0 に設定さ
れている場合は、ライセンスキーで
CFG{keys}{system} 変数を定義する
必要があります。
（オプション）

CFG{keys}

スカラー

{system}

変数 $CFG{opt}{vxkeyless} が 0 に
設定されている場合は、システムに登
録されるキーのリストです。
（オプション）

VCS をインストール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定義を見直します。
p.178 の 「VCS をインストールするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
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#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installrecpkgs}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
1;
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13
VCS の自動設定の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS の設定

■

Veritas Cluster Server を設定するための応答ファイル変数

■

VCS を設定するための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った VCS の設定
一般に、あるクラスタで VCS の設定を実行した後にインストーラによって生成された応答
ファイルは、他のクラスタで VCS を設定するために使えます。インストーラの
-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
応答ファイルを使って VCS を設定するには

1

VCS を設定するシステムに VCS パッケージ がインストールされていることを確認し
ます。

2

VCS を設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.191 の 「VCS 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。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
オプション機能を設定するには、オプション機能に関連するすべての応答ファイル
の変数に適切な値を定義する必要があります。
p.184 の 「Veritas Cluster Server を設定するための応答ファイル変数」 を参照して
ください。

4

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

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
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Veritas Cluster Server を設定するための応答ファイル
変数
表 13-1 に、VCS を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 13-1

Veritas Cluster Server の設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

パッケージがすでにインストールされ
ている場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して VCS を設定してく
ださい。

CFG{accepteula}

スカラー

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

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

設定する製品を定義します。
VCS の場合、値は VCS60 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

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

CFG{opt}{rsh}

スカラー

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

CFG{opt}{logpath}

スカラー

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

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{uploadlogs}

スカラー

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必要
があります。同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラッ
プ通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。
表 13-2 に、基本的な VCS クラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
表 13-2

基本的な VCS クラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_clusterid}

スカラー

クラスタを重複なく識別する 0 から
65535 の整数です。
（必須）

CFG{vcs_clustername}

スカラー

クラスタ名を定義します。
（必須）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

単一ノードクラスタを設定したときに
LLT と GAB を起動するかどうかを示し
ます。値は 0（起動しない）または 1（起
動する）のいずれかです。
（必須）

CFG{fencingenabled}

スカラー

VCS 設定で、フェンシングを有効にす
るかどうかを定義します。
有効な値は 0 または 1 です。
（必須）
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表 13-3 に、イーサネット上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数を一覧で示します。
表 13-3

イーサネット上でのプライベート LLT の設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_lltlink#}

スカラー

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

{"system"}

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

スカラー

{"system"}

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

表 13-4 に、UDP 上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答
ファイル変数を一覧で示します。
表 13-4

UDP 上での LLT の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{lltoverudp}=1

スカラー

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

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_address}

スカラー

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

{<system1>}

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

スカラー

{vcs_udplinklowpri<n>_address}
{<system1>}

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

CFG{vcs_udplink<n>_port}

スカラー

{<system1>}

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

CFG{vcs_udplinklowpri<n>_port} スカラー
{<system1>}

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

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_netmask}

スカラー

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

{<system1>}

4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
CFG{vcs_udplinklowpri<n>_netmask} スカラー
{<system1>}

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

表 13-5 に、VCS クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
表 13-5

VCS クラスタの仮想 IP の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_csgnic}

スカラー

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

{system}

（オプション）
CFG{vcs_csgvip}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスを定義しま
す。
（オプション）

CFG{vcs_csgnetmask}

スカラー

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

表 13-6 に、セキュアモードの VCS クラスタを設定するために必要な情報を指定する応
答ファイル変数の一覧を示します。
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表 13-6

セキュアモードでの VCS クラスタの設定に固有の応答ファイルの変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_eat_security}

スカラー

クラスタがセキュア有効モードになって
いるかどうかを指定します。

CFG{opt}{securityonenode}

スカラー

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

CFG{securityonenode_menu}

スカラー

セキュアクラスタを 1 つずつ設定する
ために選択するメニューオプションを
指定します。
1 - 最初のノードを設定してくださ
い
■ 2 - 他のノードを設定してください
■

CFG{security_conf_dir}

スカラー

設定ファイルが配置されるディレクトリ
を指定します。

CFG{opt}{security}

スカラー

セキュリティオプションが使われている
ことを指定します。

表 13-7 に、VCS ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数を
一覧で示します。
表 13-7

VCS ユーザーの設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userenpw}

リスト

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

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

リスト

VCS ユーザー名の一覧です。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userpriv}

リスト

VCS ユーザーの権限の一覧です。

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

表 13-8 に、SMTP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 13-8

SMTP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtpserver}

スカラー

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

CFG{vcs_smtprecp}

リスト

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

CFG{vcs_smtprsev}

リスト

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

表 13-9 に、SNMP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 13-9

SNMP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpport}

スカラー

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

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpcons}

リスト

SNMP コンソールシステム名の一覧で
す。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcsev}

リスト

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

表 13-10 に、VCS グローバルクラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数の一覧を示します。
表 13-10

VCS グローバルクラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_gconic}

スカラー

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

{system}

（オプション）
CFG{vcs_gcovip}

スカラー

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

CFG{vcs_gconetmask}

スカラー

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

VCS 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定義を見直します。
p.184 の 「Veritas Cluster Server を設定するための応答ファイル変数」 を参照してくだ
さい。
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メモ: Solaris x64 Platform Edition の場合、サンプル応答ファイル内の NIC の値が、
hme0、qfe0、qfe1 ではなく e1000g0、e1000g2、e1000g3 であることを確認します。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=13221;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_csgnetmask}="255.255.255.0";
$CFG{vcs_csgnic}{all}="hme0";
$CFG{vcs_csgvip}="10.10.12.1";
$CFG{vcs_gconetmask}="255.255.255.0";
$CFG{vcs_gcovip}="10.10.12.1";
$CFG{vcs_lltlink1}{galaxy}="qfe0";
$CFG{vcs_lltlink1}{nebula}="qfe0";
$CFG{vcs_lltlink2}{galaxy}="qfe1";
$CFG{vcs_lltlink2}{nebula}="qfe1";
$CFG{vcs_smtprecp}=[ qw(earnie@symantecexample.com) ];
$CFG{vcs_smtprsev}=[ qw(SevereError) ];
$CFG{vcs_smtpserver}="smtp.symantecexample.com";
$CFG{vcs_snmpcons}=[ qw(neptune) ];
$CFG{vcs_snmpcsev}=[ qw(SevereError) ];
$CFG{vcs_snmpport}=162;
1;

14
VCS の自動 I/O フェンシング
設定の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイル

■

非 SCSI-3 サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数

■

非 SCSI-3 サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイ
ル

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

1

VCS が設定されていることを確認します。

2

ディスクベースとサーバーベースのどちらの I/O フェンシングを設定するかに基づ
いて、準備タスクが完了したことを確認します。
p.87 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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3

I/O フェンシングを設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
p.196 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」 を
参照してください。
p.198 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイ
ル」 を参照してください。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.194 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.197 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。

5

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

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 14-1 では、VCS にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な情報を
指定する応答ファイルの変数を示します。
表 14-1

ディスクベースの I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。
1 - Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
■ 2 - コーディネータディスクベースの I/O
フェンシング
■ 3 - 無効モード
■

■

4 - クラスタがオンライン状態のときの
フェンシングの移行

（必須）
CFG {fencing_scsi3_disk_policy} スカラー

I/O フェンシングのメカニズムを指定しま
す。
フェンシングを無効モードで設定した場合
は、この変数は必須ではありません。ディス
クベースのフェンシングの場合は、
fencing_scsi3_disk_policy 変数と、
fencing_dgname 変数または
fencing_newdg_disks 変数を設定する必
要があります。
（オプション）

CFG {fencing_dgname}

スカラー

I/O フェンシングのディスクグループを指定
します。
（オプション）

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

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_newdg_disks}

リスト

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

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

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの例
ディスクベースの I/O フェンシングの応答ファイル変数とその定義を確認してください。
p.194 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=13221;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_dgname}="fendg";
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_newdg_disks}=
[ qw(c1t1d0s2 c2t1d0s2 c3t1d0s2) ];
$CFG{fencing_option}=2;
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サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
コーディネーションポイントおサーバーベースのフェンシングの応答ファイルを使って、
サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングを設定できます。
表 14-2 に、サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングに関連している応答
ファイルのフィールドを示します。
表 14-2

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

応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_config_cpagent}

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

CFG {fencing_cpagentgrp}

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

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

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

CFG {fencing_reusedg}

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

定義

CFG {fencing_dgname}

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

CFG {fencing_disks}

存在する場合は、コーディネーションポイントとして使われ
るディスク。

CFG {fencing_ncp}

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

CFG {fencing_ndisks}

使用するディスクの数。

CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。

CFG {fencing_ports}

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

CFG {fencing_scsi3_disk_policy}

カスタマイズされたフェンシングが使うディスクポリシー。
このフィールドの値は「raw」または「dmp」です。

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサ
ンプル応答ファイル
サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.200.117.145"}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_dgname}="vxfencoorddg";
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_37 emc_clariion0_13) ];
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="raw";
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
$CFG{fencing_ports}{"10.200.117.145"}=14250;
$CFG{fencing_reusedg}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;
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非 SCSI-3 サーバーベースの I/O フェンシングを設定す
るための応答ファイルの変数
表 14-3 に、非 SCSI-3 サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングに関連し
ている応答ファイルのフィールドを示します。
p.27 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの VCS 用 I/O フェンシングについ
て」 を参照してください。
表 14-3

非 SCSI-3 サーバーベース I/O フェンシング用応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

CFG{non_scsi3_fencing}

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

CFG {fencing_config_cpagent}

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

CFG {fencing_cpagentgrp}

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

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

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。

CFG {fencing_ncp}

使われるコーディネーションポイント（CP サーバーのみ）の
合計数。

CFG {fencing_ports}

cps で示される、CP サーバーのポート。
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非 SCSI-3 サーバーベースの I/O フェンシングを設定す
るためのサンプル応答ファイル
非 SCSI-3 サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に
示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.198.89.251 10.198.89.252 10.198.89.253) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.251"}=[ qw(10.198.89.251) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.252"}=[ qw(10.198.89.252) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.253"}=[ qw(10.198.89.253) ];
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=0;
$CFG{fencing_ports}{"10.198.89.251"}=14250;
$CFG{fencing_ports}{"10.198.89.252"}=14250;
$CFG{fencing_ports}{"10.198.89.253"}=14250;
$CFG{non_scsi3_fencing}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;

6
手動インストール

■

第15章 インストール前タスクの実行

■

第16章 VCS の手動インストール

■

第17章 VCS の手動設定

■

第18章 データ整合性のためのクラスタの手動設定
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15
インストール前タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

手動インストールの準備

■

VCS インストールの必要条件

手動インストールの準備
インストールを始める前に、スーパーユーザーとしてログインします。ディスクをマウントし、
便宜のためローカルの一時的な場所にファイルをコピーします。各オペレーティングシス
テムごとにディスクは独立しており、各ディスクには同一のディレクトリ構造があります。
インストールを準備するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

適切なディスクをマウントします。
p.69 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

ファイルをシステム上の一時的な場所にコピーします。
# cp -r Packages/* /tmp/install

VCS インストールの必要条件
インストールする前に必要条件を見直します。
p.31 の 「VCS の重要なプリインストール情報」 を参照してください。
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16
VCS の手動インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS の手動インストールについて

■

VCS ソフトウェアの手動によるインストール

■

JumpStart を使ったインストール

VCS の手動インストールについて
installvcs プログラムを使わずに、VCS を手動でインストールおよび設定できます。
手動インストールには、多くの時間、忍耐、注意が必要になります。できるだけ手動インス
トールではなく、installvcs プログラムを使うことをお勧めします。

VCS ソフトウェアの手動によるインストール
クラスタをアップグレードするために VCS ソフトウェアを手動でインストールする場合は、
インストールを開始する前に、必ず以前の VCS 設定ファイルのバックアップを作成してく
ださい。バックアップを作成するファイルは次のとおりです。
■

/etc/VRTSvcs/conf/config

■

/etc/llttab

■

/etc/gabtab

■

/etc/llthosts

■

/etc/default/vcs

■

/opt/VRTSvcs/bin/vcsenv

表 16-1 に、手動で VCS 6.0 のインストールと設定を行うときに実行する必要があるタスク
の一覧を示します。
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表 16-1

VCS 6.0 の手動インストールタスク

タスク

参照

クラスタ内の各ノードで VCS
ソフトウェアを手動でインス
トールする

p.207 の 「手動インストールにおける VCS パッケージ のインストー
ル」 を参照してください。

クラスタ内の各ノードで VCS p.208 の 「手動インストールによる言語パッケージのインストール」 を
言語パッケージソフトウェアを 参照してください。
手動でインストールする
ライセンスキーを追加する。

p.209 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照
してください。

各ノードにインストールガイド p.211 の 「各ノードへのインストールガイドのコピー」 を参照してくだ
をコピーする
さい。
LLT と GAB を設定する。

VCS を設定します。

■

p.219 の 「LLT の手動設定」 を参照してください。

■

p.223 の 「GAB の手動設定」 を参照してください。

p.224 の 「VCS の手動設定」 を参照してください。

LLT、GAB、VCS サービスを p.226 の 「手動設定後の LLT、GAB、VCS の起動」 を参照してくだ
起動する
さい。
VCS 設定を変更する

p.228 の 「VCS 設定の変更」 を参照してください。

デモライセンスから永続ライセ p.211 の 「手動インストールの場合の VCS デモライセンスから永続
ンスに更新する
ライセンスへの更新」 を参照してください。

VCS パッケージのリストの表示
VCS のインストール時に、インストールする VCS パッケージ を選択するためのオプション
を入力するように求めるメッセージが表示されます。インストーラのコマンドラインオプショ
ンを使って、それぞれのオプションでインストールされる パッケージ のリストを表示できま
す。
製品を手動でインストールまたはアップグレードする場合は、指定の順序で パッケージ
をインストールする必要があります。たとえば、様々な製品依存関係のため、他の パッ
ケージ の前にインストールする必要のある パッケージ があります。次のインストーラコマ
ンドオプションでは、これらの パッケージ が、インストールしなければならない順序で一覧
表示されます。
表 16-2 に、VCS パッケージ のインストールオプションと、パッケージ のリストを表示する
ための対応するコマンドを示します。
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VCS パッケージ を表示するためのインストーラコマンドオプション

表 16-2
オプショ 説明
ン

パッケージ のリストを表示
するコマンドオプション

1

製品の基本機能を提供する必要最小限の VCS パッ installvcs -minpkgs
ケージ のみをインストールします。

2

製品のすべて機能を提供する推奨 VCS パッケージ installvcs -recpkgs
をインストールします。このオプションでは、オプション
の VCS パッケージはインストールされません。

3

すべての VCS パッケージをインストールします。

installvcs -allpkgs

オプションの VCS 機能を設定するには、このオプショ
ンを選択する必要があります。

VCS パッケージ のリストを表示するには

1

installvcs プログラムを起動できるディレクトリに移動します。
# cd cluster_server

2

次のコマンドを実行して パッケージのリストを表示します。どの パッケージ をインス
トールするかに基づいて、該当するコマンドオプションを入力します。
# ./installvcs -minpkgs

または
# ./installvcs -recpkgs

または
# ./installvcs -allpkgs

手動インストールにおける VCS パッケージ のインストール
すべてのパッケージは /opt ディレクトリにインストールされ、一部のファイルは /etc ディ
レクトリと /var ディレクトリにインストールされます。
インストールする パッケージ のリストを作成できます。
p.206 の 「VCS パッケージのリストの表示」 を参照してください。
パッケージを /tmp/install にコピーした場合は、ディレクトリに移動して、各システムで
次の手順を実行します。
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ノード上で VCS パッケージ をインストールするには
◆

必須のパッケージを次に示す順序でインストールします。
# pkgadd -d VRTSvlic.pkg
# pkgadd -d VRTSperl.pkg
# pkgadd -d VRTSspt.pkg
# pkgadd -d VRTSllt.pkg
# pkgadd -d VRTSgab.pkg
# pkgadd -d VRTSvxfen.pkg
# pkgadd -d VRTSamf.pkg
# pkgadd -d VRTSvcs.pkg
# pkgadd -d VRTScps.pkg
# pkgadd -d VRTSvcsag.pkg
# pkgadd -d VRTSvcsea.pkg
# pkgadd -d VRTSsfmh.pkg
# pkgadd -d VRTSvbs.pkg
# pkgadd -d VRTSsfcpi60.pkg

メモ: Oracle VM サーバーの論理ドメインをディザスタリカバリのために設定するに
は、論理ドメイン内に次の必須のパッケージをインストールします。
# pkgadd -d VRTSvcsnr.pkg

p.411 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。

手動インストールによる言語パッケージのインストール
基本 VCS パッケージをインストールした後に、VCS で必要な言語パッケージをインストー
ルします。
p.411 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
インストールする前に、スーパーユーザーとしてログオンしていることと、言語ディスクがマ
ウントされていることを確認してください。
p.69 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。
クラスタ内の各ノードで、言語パッケージをインストールするための手順を実行します。
ノードに言語パッケージをインストールするには

1

パッケージファイルをソフトウェアディスクから一時ディレクトリにコピーします。
# cp -r pkgs/* /tmp

2

圧縮ファイルから次の必須とオプションの VCS パッケージをインストールします。
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■

中国語サポートを有効にする場合、次に示されている順序で必須パッケージを
インストールします。
# pkgadd -d VRTSmulic.pkg
# pkgadd -d VRTSzhvm.pkg

■

日本語サポートを有効にする場合、次に示されている順序で必須パッケージを
インストールします。
# pkgadd -d VRTSmulic.pkg
# pkgadd -d VRTSjacav.pkg
# pkgadd -d VRTSjacse.pkg
# pkgadd -d VRTSjacs.pkg
# pkgadd -d VRTSjacsu.pkg
# pkgadd -d VRTSjadba.pkg
# pkgadd -d VRTSjadbe.pkg
# pkgadd -d VRTSjafs.pkg
# pkgadd -d VRTSjaodm.pkg
# pkgadd -d VRTSjavm.pkg

手動インストールのためのライセンスキーの追加
VCS ライセンスキーを追加するか、または VCS 用のキーレスライセンス付与を使うことが
できます。
p.209 の 「キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定または変更」 を参照してく
ださい。
各クラスタノードにすべての パッケージ をインストールしたら、vxlicinst コマンドを実行
して、各システムに VCS ライセンスキーを追加します。
# vxlicinst -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX

キーレスライセンス認証のための製品レベルの設定または変更
キーレスライセンス付与方法では、製品レベルによって、ライセンスが交付される Veritas
製品と機能を決定します。キーレスライセンス付与を使うためには、システムを管理する
ための管理サーバーを設定する必要があります。
管理サーバーとそのダウンロードについて詳しくは、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom
製品のライセンスレベルを初めて設定するときは、そのシステムのキーレスライセンス付
与を有効にします。製品インストーラでインストールする場合にキーレスオプションを選択
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すると、ライセンスを交付する製品と機能のレベルを選択するように求めるメッセージが表
示されます。
インストール後、ライセンスを交付する機能と製品を反映するために、製品のライセンスレ
ベルをいつでも変更できます。製品レベルを設定するときは、その機能のライセンスを有
することに同意します。
製品レベルを設定または変更するには

1

現在の作業ディレクトリを示してください。
# pwd

出力は次のようになります。
/opt/VRTSvlic/bin

2

製品レベルの現在の設定を表示します。
# ./vxkeyless -v display

3

設定可能な製品レベルを表示します。
# ./vxkeyless displayall

4

目的の製品レベルを設定します。
# ./vxkeyless set prod_levels

prod_levels はキーワードをカンマで区切ったリストです。キーワードは手順 3 の出
力によって示された製品レベルです。
キーレスライセンスを削除してキーを入力する場合は、キーレスライセンスを消去する必
要があります。システムからすべてのキーを消去するには、NONE キーワードを使用しま
す。
警告: キーを消去すると、新しいキーをインストールするか、または新しい製品レベルを設
定するまで、Veritas 製品は無効になります。
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製品ライセンスレベルを消去するには

1

製品ライセンスレベルの現在の設定を表示します。
# ./vxkeyless [-v] display

2

インストールされているキーレスライセンスがある場合は、すべてのキーレスライセン
スを削除します。
# ./vxkeyless [-q] set NONE

vxkeyless ユーティリティの使用について詳しくは、vxkeyless(1m) のマニュアルペー

ジを参照してください。

手動インストールのためのシステムのライセンス情報の確認
システム上のすべての Veritas ライセンスに関する情報を表示するには、vxlicrep ユー
ティリティを使います。次のように実行します。
# vxlicrep

出力から、次の点を確認できます。
■

ライセンスキー

■

ライセンスの種類

■

適用対象の製品

■

有効期限（ある場合）
デモキーには有効期限がありますが、永続キーとサイトキーにはありません。

手動インストールの場合の VCS デモライセンスから永続ライセン
スへの更新
VCS デモキーライセンスの有効期限が切れた場合、vxlicinst プログラムを使って永続
ライセンスに更新できます。
p.131 の 「システムのライセンス情報の確認」 を参照してください。

各ノードへのインストールガイドのコピー
VCS をインストールした後、参照できるように、この PDF 版マニュアルをインストールディ
スクから各ノードの /opt/VRTS/docs にコピーすることをお勧めします。PDF は
cluster_server/docs/vcs_install_version_platform.pdf にあります。version
はリリースバージョンであり、platform はオペレーティングシステムの名前です。
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JumpStart を使ったインストール
この JumpStart 手順は、JumpStart に関する実用的な知識があることを前提とします。
JumpStart の使用方法について詳しくは、オペレーティングシステムに付属の JumpStart
のマニュアルを参照してください。
アップグレードはサポートされていません。次の手順はスタンドアロン構成を前提としま
す。
言語パッケージについては、JumpStart を使ってパッケージをインストールできます。言
語パッケージをスクリプトに追加して、それらのファイルを JumpStart サーバーのディレ
クトリに配置します。
JumpStart と一緒に VCS とオペレーティングシステムをインストールするのにフラッシュ
アーカイブを使うことができます。
p.215 の 「フラッシュアーカイブを使った VCS とオペレーティングシステムのインストール」
を参照してください。

JumpStart インストール操作の概要
JumpStart のインストールを実行する前にタスクの概略を確認します。
タスクの概略

1

クライアントを追加します（JumpStart サーバーに登録します）。詳しくは、オペレー
ティングシステムに付属の JumpStart のマニュアルを参照してください。

2

JumpStart のインストール手順を読みます。

3

終了スクリプトを生成します。
p.213 の 「終了スクリプトの生成」 を参照してください。

4

共有ストレージのインストールリソースを準備します。
p.213 の 「インストールリソースの準備」 を参照してください。

5

JumpStart 用のルールファイルを変更します。
詳しくは、オペレーティングシステムに付属の JumpStart のマニュアルを参照してく
ださい。

6

JumpStart サーバーを使ってオペレーティングシステムをインストールします。

7

システムが動作中のとき、Veritas ソフトウェアを設定するためにインストールメディア
からインストーラコマンドを実行してください。
# /opt/VRTS/install/installer -configure
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終了スクリプトの生成
VCS をインストールするための終了スクリプトを生成するには、次の手順を実行します。
スクリプトを生成するには

1

製品インストーラプログラムを実行して、すべての製品に対するスクリプトを生成しま
す。
./installer -jumpstart directory_to_generate_scripts

または
./installprod -jumpstart directory_to_generate_script

ここで、prod は製品のインストールコマンド、directory_to_generate_scripts は製
品のスクリプトを配置する場所です。
次に例を示します。
# ./installvcs -jumpstart /js_scripts

2

必要条件に従って JumpStart のスクリプトを修正します。BUILDSRC と ENCAPSRC
の値を修正する必要があります。リソースの場所の値で調整された値はそのままに
します。
BUILDSRC="hostname_or_ip:/path_to_pkgs"
// If you don't want to encapsulate the root disk automatically
// comment out the following line.
ENCAPSRC="hostname_or_ip:/path_to_encap_script"

インストールリソースの準備
JumpStart のインストールのリソースを準備します。
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リソースを準備するには

1

インストールメディアの pkgs ディレクトリを共有ストレージにコピーします。
# cd /path_to_installation_media
# cp -r pkgs BUILDSRC

2

パッケージの一覧が含まれる応答ファイルを生成します。
# cd BUILDSRC/pkgs/
# pkgask -r package_name.response -d /BUILDSRC/pkgs/packages_name.pkg

3

BUILDSRC/pkgs/ ディレクトリの下に adminfile ファイルを作成します。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=quit
idepend=quit
rdepend=nocheck
space=quit
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

終了ファイルへの言語パッケージ情報の追加
終了ファイルに言語パッケージ情報を追加するには、次の手順を実行します。
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終了ファイルに言語パッケージ情報を追加するには

1

言語パッケージ用に、言語パッケージのインストールディスクから共有ストレージに
言語パッケージをコピーします。
# cd /cdrom/cdrom0/pkgs
# cp -r * BUILDSRC/pkgs

言語パックをダウンロードする場合
# cd /path_to_language_pack_installation_media/pkgs
# cp -r * BUILDSRC/pkgs

2

終了スクリプトで、製品パッケージ情報をコピーし、製品パッケージを言語パッケー
ジで置き換えます。

3

終了スクリプトは次のようになります。
. . .
for PKG
do
...
done. .
for PKG
do
...
done. .

in product_packages

.
in language_packages

.

フラッシュアーカイブを使った VCS とオペレーティングシステムのインス
トール
フラッシュアーカイブは、Solaris 10 オペレーティングシステムでのみ使うことができます。
ここで概説する Solaris 固有のタスクについて詳しくは、Solaris のマニュアルを参照して
ください。
メモ: マスターシステムのルートディスクがカプセル化されている場合、フラッシュアーカイ
ブインストールはサポートされません。
次に、Veritas ソフトウェアを使ったフラッシュアーカイブの作成とインストールの概要を説
明します。
■

ベアメタルからフラッシュアーカイブ（flar）作成を開始する予定の場合は、手順 1 か
ら 10 を実行してください。
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■

製品をインストールしたが設定は行っていないシステムから flar 作成を開始する予定
の場合は、手順 1 から 4 を実行し、手順 5 はスキップして、手順 6 から 10 を完了さ
せてください。

■

製品をインストールして設定したシステムから flar 作成を開始する予定の場合は、手
順 5 から 10 を実行してください。
フラッシュアーカイブの作成に関する概要

1.

マスターシステムに Solaris 10 がインストールされていることを確認します。

2.

JumpStart を使ってシステムのクローンを作成します。

3.

クローンシステムを再ブートします。

4.

マスターシステムに Veritas 製品をインストールします。
このマニュアルに記載されているいずれかのインストール方法に従ってください。

5.

マスターシステムで製品が設定されている場合は、vrts_deployment.sh ファイルと
vrts_deployment.cf ファイルを作成してマスターシステムにコピーします。
p.216 の 「Veritas 配備後スクリプトの作成」 を参照してください。

6.

flarcreate コマンドを使って、フラッシュアーカイブをマスターシステムで作成します。

7.

JumpStart サーバーにアーカイブをコピーし直します。

8.

JumpStart を使って、選択したシステムにフラッシュアーカイブをインストールします。

9.

クラスタ内のすべてのノード上で Veritas 製品を設定します。次のコマンドを使って設定
を開始してください。

10.

インストール後タスクと設定タスクを実行します。

Veritas 配備後スクリプトの作成
生成された vrts_deployment.sh ファイルと vrts_post-deployment.cf ファイルは、カス
タマイズされたフラッシュアーカイブ配備後スクリプトです。これらのファイルによって、初
回の再ブート前にクローンシステムで Veritas 製品設定がクリーンアップされます。これ
らのファイルはフラッシュアーカイブに含めてください。
配備後スクリプトを作成するには

1

製品ディスクをマウントします。

2

プロンプトから、インストーラの -flash_archive オプションを実行します。ファイル
を作成するディレクトリを指定します。
# ./installer -flash_archive /tmp
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3

ゴールデンシステムに vrts_postedeployment.sh ファイルと
vrts_postedeployment.cf ファイルをコピーします。

4

ゴールデンシステムで以下の手順を実行します。

5

■

/etc/flash/postdeployment ディレクトリに vrts_postdeployment.sh ファイル
を配置します。

■

/etc/vx ディレクトリに vrts_postdeployment.cf ファイルを配置します。
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2 つのファイルに次の所有権と権限があることを確認します。
# chown root:root /etc/flash/postdeployment/vrts_postdeployment.sh
# chmod 755 /etc/flash/postdeployment/vrts_postdeployment.sh
# chown root:root /etc/vx/vrts_postdeployment.cf
# chmod 644 /etc/vx/vrts_postdeployment.cf

Veritas 製品をインストールしたフラッシュアーカイブにのみこれらのファイルは必要
となります。
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17
VCS の手動設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS の手動設定について

■

LLT の手動設定

■

GAB の手動設定

■

VCS の手動設定

■

シングルノードモードの VCS の設定

■

手動設定後の LLT、GAB、VCS の起動

■

VCS 設定の変更

VCS の手動設定について
この項では、VCS を手動で設定するための手順について説明します。
メモ: シングルノードモードの VCS を手動設定する場合は、LLT と GAB の手動設定に関
する手順を省略できます。

LLT の手動設定
VCS ではすべてのクラスタ通信に、IP スタックに代わる高性能で低遅延のプロトコルとし
て LLT（Low Latency Transport）を使用します。LLT には次の 2 つの機能があります。
それは次のタスクを処理します。
■

トラフィック分散

■

ハートビートのトラフィック
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イーサネット経由で LLT を設定するには、クラスタの各ノードで次の手順を実行します。
■

/etc/llthosts ファイルを設定します。
p.220 の 「手動インストールのための /etc/llthosts の設定」 を参照してください。

■

/etc/llttab ファイルを設定します。
p.220 の 「手動インストールのための /etc/llttab の設定」 を参照してください。

■

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、LLT_START と LLT_STOP 環境変数の
値を 1 に変更します。
/etc/default/llt

LLT は UDP 経由で設定することもできます。
p.471 の 「LLT での UDP 層の使用」 を参照してください。

手動インストールのための /etc/llthosts の設定
ファイル llthosts(4) はデータベースです。システムごとに 1 つのエントリがあり、LLT の
システム ID（1 列目）と LLT ホスト名を関連付けています。このファイルの内容がクラスタ
内のすべてのノードで同一であることを確認する必要があります。ファイルの内容に不一
致があると、クラスタ内で予測できない動作が発生する可能性があります。
vi などのエディタを使って、次のようなエントリを含むファイル /etc/llthosts を作成しま
す。
0 galaxy
1 nebula

手動インストールのための /etc/llttab の設定
/etc/llttab ファイルでは、システム ID（またはノード名）、システムのクラスタ ID、および
システムに対応するネットワークリンクを指定する必要があります。また、そのファイルに
よってその他のパラメータも設定できます。また、/opt/VRTSllt にあるサンプルファイル
sample_llttab も参照してください。
p.221 の 「/etc/llttab ファイル内の LLT パラメータについて」 を参照してください。
dladm show-dev コマンドを実行してすべての NIC をクエリーします。

vi などのエディタを使って、次のようなエントリを含むファイル /etc/llttab を作成します。
■

SPARC の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link qfe0 qfe:0 - ether - link qfe1 qfe:1 - ether - -
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■

x64 の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link e1000g0 /dev/e1000g:0 - ether - link e1000g1 /dev/e1000g:1 - ether - -

最初の行は、ファイルが存在するシステムを識別するためのパラメータです。例では、
set-node の値は、galaxy、0、ファイル名 /etc/nodename です。ファイルにはシステム
の名前（この例では galaxy）が含まれている必要があります。set-cluster コマンドで始
まる次の行は、クラスタ番号を識別します。この番号は、同じ物理ネットワーク接続に複数
のクラスタが設定されているときに一意の番号である必要があります。その次の link コ
マンドで始まる 2 行は、LLT プロトコルが使う 2 つのプライベートネットワークカードを識
別します。パラメータの順序は、/opt/VRTSllt にあるサンプル llttab ファイルと同様
にする必要があります。
プライベート NIC のメディア速度を変更する場合は、LLT パフォーマンスを向上させるた
めに低速度の低優先度リンクとして NIC を設定することをお勧めします。次に例を示しま
す。
vi などのエディタを使って、次のようなエントリを含むファイル /etc/llttab を作成します。
■

SPARC の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link qfe0 qfe:0 - ether - link qfe1 qfe:1 - ether - link-lowpri qfe2 qfe:2 - ether - -

■

x64 の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link e1000g0 /dev/e1000g:0 - ether - link e1000g1 /dev/e1000g:1 - ether - link-lowpri e1000g2 /dev/e1000g:2 - ether - -

/etc/llttab ファイル内の LLT パラメータについて
表 17-1 に、イーサネット経由の LLT で使用する、/etc/llttab ファイル内の LLT パラメー
タの一覧を示します。
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表 17-1

LLT パラメータ

パラメータ

説明

set-node

システム ID または識別名を定義します。システム ID は、クラスタ内
の各システムで一意である必要があり、0 から 31 までの範囲の値が
使えます。識別名は、/etc/llthosts ファイルに定義されているシステ
ム ID と対応している必要があります。
複数のシステムで同じ ID を設定している場合は、LLT は動作しませ
ん。

link

LLT とネットワークインターフェースをリンクさせます。少なくとも 1 つ
のリンクを指定する必要があります。最大 8 リンクまで指定できます。
link-lowpri パラメータを使って低優先度として設定した場合や、リン
ク先ベースの負荷分散を使うように LLT を設定した場合を除いて、利
用可能なすべてのネットワーク接続にネットワークトラフィックが均等
に分散されます。
link の最初の引数は、ユーザー定義のタグで、LLT リンクを識別す
るために lltstat（1M）コマンドで出力されます。また、この引数は、
llttab でオプションの固定 MAC アドレスを設定するためにも使わ
れます。
link の 2 番目の引数は、ネットワークインターフェースのデバイス名
です。この引数は、device_name:device_instance_number という
書式です。
残りの 4 つの引数はデフォルト設定としてそのまま使います。これら
は、拡張設定を行うときにのみ変更します。プライベートネットワーク
で使うネットワークインターフェースごとに 1 つの link パラメータが必
要です。LLT は、通常のシステムでは、未登録のイーサネット SAP
0xCAFE を使います。この SAP が受け入れられないときは、SAP の
カスタマイズ方法について、llttab（4）のマニュアルページを参照
してください。LLT は IP アドレスを使わないため、IP アドレスをネット
ワークデバイスに割り当てる必要はありません。

set-cluster

一意のクラスタ ID を割り当てます。このパラメータは、複数のクラスタ
が同じ物理ネットワーク上に存在するときに使います。デフォルト値は
0 のため、このパラメータをユーザーが設定しない場合には、すべて
のクラスタのクラスタ ID は 0 になります。
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パラメータ

説明

link-lowpri

このパラメータは、パブリックネットワークインターフェースで link の
代わりに使います。このパラメータで指定されたパブリックネットワーク
は、ハートビート用ネットワークリンクとしてパブリックネットワークが最
後のリンクとなるまで、VCS のハートビート通信として使われません。
速度の異なるプライベート NIC を使う場合は、すべての低速リンクに
は「link」の代わりに「link-lowpri」パラメータを使います。LLT パフォー
マンスを向上させるには、高速プライベート NIC にのみ「link」パラ
メータを使ってください。他のリンクに障害が発生した場合にのみ、低
優先度のネットワークリンクが VCS 通信に使われます。

LLT パラメータについて詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してください。

手動インストールにおける LLT に関するその他の注意事項
LLT に設定した各ネットワークインターフェースは、別々の物理ネットワークに接続してく
ださい。
Oracle システムではデフォルトで、すべてのインターフェースに同じ MAC アドレスが割
り当てられます。したがって、ネットワークに 2 つ以上のインターフェースを接続すると問
題が発生する可能性があります。次の例を考えてみます。IP を 1 つのパブリックインター
フェースに設定し、LLT をもう 1 つのインターフェースに設定します。どちらのインター
フェースも 1 つのスイッチに接続されています。2 つのスイッチポートの MAC アドレスが
重複すると、そのスイッチから LLT インターフェースへの IP トラフィックのリダイレクトが不
正確になる可能性があります（逆の場合も同様）。この問題を回避するには、eeprom(1M)
パラメータの local-mac-address を true に設定して、一意の MAC アドレスが割り当て
られるようにシステムを設定します。

GAB の手動設定
VCS はクラスタメンバーシップと信頼性が高いクラスタ通信のための GAB（Group Atomic
Broadcast）のプロトコルを使います。GAB には次の 2 つの機能があります。
それは次のタスクを処理します。
■

クラスタメンバーシップ

■

クラスタ通信
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GAB を設定するには

1

vi などのエディタを使ってクラスタの各ノードの /etc/gabtab 設定ファイルを設定し
ます。次に、/etc/gabtab ファイルの例を示します。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションは使用するドライバを設定します。-n N のオプションは、少なくとも N

台のシステムがクラスタを形成する準備ができるまでクラスタが形成されないことを指
定します。N はクラスタのシステムの合計数に設定することを推奨します。
警告: /sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧めしません。
-c -x を使うと、スプリットブレイン状態が発生する可能性があります。

2

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、GAB_START と GAB_STOP 環境変数
の値を 1 に変更します。
/etc/default/gab

VCS の手動設定
VCS の設定には、クラスタ内の各システムで types.cf ファイルと main.cf ファイルが必要
です。どちらのファイルも、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリにあります。
main.cf ファイル

main.cf 設定ファイルには、最小限、次の項目が定義されている必要があり
ます。
「include」文 - 付属エージェントリソースを定義しているファイル types.cf
を指定
■ クラスタ名
■

■

types.cf ファイル

クラスタを構成するシステムの名前

main.cf の「include」文で types.cf ファイルが参照されることに注意してく
ださい。このテキストファイルには VCS の付属エージェントのリソースが記述
されます。新規インストール時に、types.cf ファイル
は、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリに自動的にコピーされます。

VCS を手動でインストールした場合は、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルに
は次の記述しかありません。
include "types.cf"

main.cf ファイルについて、またその編集と確認方法について詳しくは、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
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VCS を手動で設定するには

1

root ユーザーでログオンして、設定ファイルが格納されているディレクトリに移動し
ます。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config

2

vi またはその他のテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集し、クラスタ名と
システム名を定義します。次の例を参照してください。
次に 2 ノードクラスタの main.cf の例を示します。
include "types.cf"
cluster VCSCluster2 ( )
system galaxy ( )
system nebula ( )

次にシングルノードクラスタの main.cf の例を示します。
include "types.cf"
cluster VCSCluster1 ( )
system sn1 ( )

3

main.cf ファイルを保存して閉じます。

4

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、VCS_START と VCS_STOP 環境変数
の値を 1 に変更します。
/etc/default/vcs

クラスタを手動で作成する場合のクラスタ UUID の設定
クラスタを手動で作成するときは、クラスタ UUID を設定する必要があります。
クラスタを手動で作成するときにクラスタ UUID を設定するには
◆

クラスタの 1 つのノードで、次のコマンドを実行してクラスタの各ノードにクラスタ UUID
を設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure nodeA
nodeB ... nodeN

ここで、nodeA、nodeB から nodeN は、クラスタノードの名前です。
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シングルノードモードの VCS の設定
手動設定のセクションで説明した手順に加えて、次の手順を完了してシングルノードモー
ドの VCS を設定します。
p.224 の 「VCS の手動設定」 を参照してください。
シングルノードモードの VCS を設定するには

1

SMF サービスのマニフェストファイル vcs-onenode.xml を /etc/VRTSvcs/conf
から /var/svc/manifest/system にコピーします。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/vcs-onenode.xml /var/svc/manifest/system

2

VRTSvcs パッケージによってインポートされた VCS SMF サービスを無効にします。
# svcadm disable -s system/vcs:default

3

VCS SMF サービス設定を削除します。
# svccfg delete -f

4

system/vcs:default

次のファイルを編集して、ONENODE 環境変数の値を yes に変更します。
/etc/default/vcs

5

vcs-onenode の SMF サービスをインポートします。
# svccfg import /var/svc/manifest/system/vcs-onenode.xml

手動設定後の LLT、GAB、VCS の起動
LLT、GAB、VCS の設定後に、次の手順を使って LLT、GAB、VCS を起動します。
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LLT を起動するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行して LLT を起動します。
# svcadm enable llt

各ノードで LLT が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
Sep 1 19:12:57 galaxy kernel: LLT INFO V-14-1-10009
LLT 5.1.100.00 Protocol available

2

各ノードで、次のコマンドを実行して LLT が動作していることを確認します。
# /sbin/lltconfig
LLT is running

GAB を起動するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行して GAB を起動します。
# svcadm enable gab

各ノードで GAB が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
Sep 1 19:13:35 galaxy kernel: GAB INFO V-15-1-20021
GAB 5.1.100.00 available

2

各ノードで、次のコマンドを実行して GAB が動作していることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01

VCS を起動するには
◆

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# svcadm enable vcs

各ノードで VCS が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
Apr

5 14:52:02 galaxy gab: GAB:20036: Port h gen 3972a201
membership 01
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p.349 の 「クラスタの確認」 を参照してください。
VCS をシングルノードとして起動するには
◆

次のコマンドを実行します。
# svcadm enable vcs-onenode

VCS 設定の変更
VCS を正常にインストールした後、VCS の設定を様々な方法で変更することが可能で
す。コマンドライン、Veritas Operations Manager、Cluster Manager（Java コンソール）
を使って、設定を動的に変更できます。管理ツールについて詳しくは『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
main.cf ファイルを直接編集することもできます。main.cf ファイルの構造について詳しく
は『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

ClusterService グループの設定
VCS をインストールし、LLT、GAB、VCS の動作を確認したら、オプション機能を含むサー
ビスグループを作成できます。これらの機能には、、VCS の通知コンポーネント、グロー
バルクラスタオプションなどがあります。VCS をクラスタシステムに手動で追加した場合は、
ClusterService グループを手動で作成する必要があります。ClusterService グループ
を含むシステムの設定例を参照できます。詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガ
イド』を参照してください。
p.454 の 「VCS クラスタ用のサンプルの main.cf ファイル」 を参照してください。

18
データ整合性のためのクラ
スタの手動設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定

■

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

■

仮想環境での非 SCSI3 フェンシングの手動設定

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定
表 18-1 に、I/O フェンシングの設定に含まれるタスクを示します。
表 18-1

I/O フェンシングを手動設定するタスク

タスク

参照

VxVM ディスクとしてのディスクの p.135 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照し
初期化
てください。
コーディネータディスクとして使う p.230 の 「コーディネータディスクとして使うディスクの特定」 を
ディスクの特定
参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディス
クの確認

p.138 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照し
てください。

コーディネータディスクグループ
の設定

p.230 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照して
ください。

I/O フェンシングの設定ファイルの p.231 の 「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」 を参照して
作成
ください。
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タスク

参照

I/O フェンシングを使うための VCS p.232 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
設定の修正
参照してください。
コーディネーションポイントを監視 p.244 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するための CoordPoint エージェ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
ントの設定
I/O フェンシング設定の確認

p.233 の 「I/O フェンシング設定の確認」 を参照してください。

コーディネータディスクとして使うディスクの特定
VxVM ディスクとしてディスクを初期化していることを確認してください。
p.135 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
以下の手順を確認してから、コーディネータディスクとして使うディスクを識別してくださ
い。
コーディネータディスクを特定するには

1

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

2

コーディネータディスクとして使う SCSI-3 PR 互換共有ディスクを 3 つ選択します。
p.138 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

コーディネータディスクグループの設定
1 つのノードで、vxfencoorddg という名前のディスクグループを作成します。このグルー
プには、3 つのディスクまたは LUN を配置する必要があります。コーディネータディスク
グループのコーディネータ属性も設定する必要があります。VxVM は、この属性を使っ
て、コーディネータディスクが他のディスクグループに再度割り当てられるのを防止しま
す。
コーディネータディスクグループを通常のディスクグループとして作成する場合は、コー
ディネータ属性を Volume Manager でオンにできます。
ディスクグループの作成方法について詳しくは、『Veritas Storage Foundation 管理者
ガイド』を参照してください。
次の手順の例では、各ディスクのデバイス名を c1t1d0s2、c2t1d0s2、c3t1d0s2 としま
す。
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vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

いずれかのノードで、次のようにデバイス名を指定して、ディスクグループを作成しま
す。
# vxdg init vxfencoorddg c1t1d0s2 c2t1d0s2 c3t1d0s2

2

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

3

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

4

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

5

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

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

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfendg を作成する。

■

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

I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

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

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

2

すべてのクラスタノードで、SCSI-3 機構に応じて、次のいずれかのコマンドを実行し
ます。
■

DMP 設定の場合
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# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode
■

RAW デバイス設定の場合
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_raw /etc/vxfenmode

3

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

4

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

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

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

3

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中の場合は停止します。
# svcadm disable -t vxfen

4

main.cf ファイルのバックアップコピーを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig
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5

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

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

6

ファイルを保存して閉じます。

7

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

8

rcp または他のユーティリティを使って、VCS 設定ファイルを galaxy などのノードか
ら残りのクラスタノードにコピーします。
たとえば、残りの各ノードで、次のように入力します。
# rcp galaxy:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config

9

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

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

■

VCS を起動します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

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

1

いずれかのノードで次のように入力します。
# vxfenadm -d

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

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

* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

2

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

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定には、次のタスクが含まれます。
表 18-2
タスク

サーバーベースの I/O フェンシングを手動設定するタスク
参照

CP サーバーを VCS クラスタで使 p.235 の 「CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動
用するための準備
による準備」 を参照してください。
サーバーベースの I/O フェンシン p.238 の 「VCS クラスタ上での手動によるサーバーベースのフェ
グを設定するための I/O フェンシ ンシングの設定」 を参照してください。
ングの設定ファイルの修正
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タスク

参照

I/O フェンシングを使うための VCS p.232 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
設定の修正
参照してください。
コーディネーションポイントを監視 p.244 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するためのコーディネーションポ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
イントエージェントの設定
サーバーベースの I/O フェンシン p.246 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証」
グの設定の確認
を参照してください。

CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動による準備
CP サーバーを VCS クラスタまたはクラスタで使用するよう手動で準備するには、この手
順を使います。
表 18-3 には、この手順で使われるサンプル値を示します。
表 18-3

手順のサンプル値

CP サーバーの設定コンポーネント

サンプル名

CP サーバー

mycps1

ノード #1 - VCS クラスタ

galaxy

ノード #2 - VCS クラスタ

nebula

クラスタ名

clus1

クラスタの UUID

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

1

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

2

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

調べます。
次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_nodes
ClusName UUID
Hostname(Node ID) Registered
clus1 {f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} galaxy(0)
0
clus1 {f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} nebula(1)
0

出力にクラスタとノードが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加し
ます。
cpsadm コマンドについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照

してください。
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3

各 CP サーバーに VCS クラスタとノードを追加します。
たとえば、CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し
クラスタを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_clus¥
-c clus1

-u {f0735332-1dd1-11b2}

Cluster clus1 added successfully

CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、最初の
ノードを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h galaxy -n0
Node 0 (galaxy) successfully added

CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、2 つ目
のノードを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h nebula -n1
Node 1 (nebula) successfully added

4

セキュリティを有効にする場合、CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid のユー
ザーが CP サーバーで作成されるかどうかを確認します。
出力にユーザーが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_users
Username/Domain Type

Cluster Name / UUID

Role

CPSADM@VCS_SERVICES@f0735332-1dd1-11b2/vx
clus1/{f0735332-1dd1-11b2} Operator

セキュリティを無効にする場合、CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid（たとえ
ば、cpsclient@galaxy）の代わりにサーバーにユーザー名「cpsclient@hostname」
を追加します。
CP サーバーはセキュアモードまたは非セキュアモードでのみ動作できます。同時に
両方の接続は受け入れられません。
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5

CP サーバーにユーザーを追加します。
CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_user -e¥
CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid¥
-f cps_operator -g vx
User CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid
successfully added

6

VCS クラスタ を管理するために CP サーバーのユーザーを認可します。VCS クラス
タの各ノードに対応する CP サーバーのユーザーに対してこのタスクを実行する必
要があります。
たとえば、2 つのノード galaxy と nebula から成る VCS クラスタ clus1 の CP サー
バー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a¥
add_clus_to_user -c clus1¥
-u {f0735332-1dd1-11b2}¥
-e CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid¥
-f cps_operator -g vx
Cluster successfully added to user
CPSADM@VCS_SERVICES@cluster_uuid privileges.

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

フェンシングモード

■

フェンシング機構

■

フェンシングのディスクポリシー（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

セキュリティ設定の適切な値

■

CP サーバー（1 つまたは複数）

■

コーディネータディスクグループ（I/O フェンシング設定に該当する場合）

第 18 章 データ整合性のためのクラスタの手動設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクがコーディネーションポイントとして
使われる場合は常に、ディスクグループ（vxfencoorddg）を作成する必要があります。こ
のディスクグループを /etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。
p.230 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照してください。
カスタマイズされたフェンシングフレームワークによって /etc/vxfentab ファイルも生成
されます。このファイルには、セキュリティの設定とコーディネーションポイント
（/etc/vxfenmode ファイルに指定されているディスクグループ内のすべての CP サー
バーとディスク）が含まれています。
VCS クラスタ上でサーバーベースのフェンシングを手動で設定するには

1

テキストエディタを使って、クラスタの各ノードで次のファイルを編集します。
/etc/default/vxfen

VXFEN_START および VXFEN_STOP 環境変数の値を 1 に変更する必要があり
ます。

2

テキストエディタを使って、設定の仕様を満たすように /etc/vxfenmode ファイルの
値を編集します。
サーバー型のフェンシング設定がその唯一のコーディネーションポイントとして単一
の高可用性 CP サーバーを使う場合は、必ず /etc/vxfenmode ファイルに
single_cp=1 エントリを追加してください。
次のファイルの出力例に、/etc/vxfenmode ファイルの内容が示されています。
p.239 の 「サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファイルのサ
ンプル」 を参照してください。

3

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

グを開始します。
次に例を示します。
# svcadm enable vxfen

4

セキュアモードの CP サーバーでは、セキュリティがクラスタで有効化され、CPSADM
のクレデンシャルが /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSADM ディレクトリにあること
を確認してください。

サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファイ
ルのサンプル
次は、サーバーベースのフェンシング用 vxfenmode サンプルファイルです。
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#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
# vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
# fencing that should be used.
#
# available options:
# cps
- use a coordination point server with optional script
#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O Fencing
# communicates with the coordination disks. This field is
# required only if customized coordinator disks are being used.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
# raw - connect to disks using the native interface
#
scsi3_disk_policy=dmp
# security when enabled uses secure communication to the cp server
# using VxAT (Veritas Authentication Service)
# available options:
# 0 - don't use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
# 1 - use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
security=1
#
# Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
# one in its own line. They can be all-CP servers, all-SCSI-3
# compliant coordinator disks, or a combination of CP servers and
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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SCSI-3 compliant coordinator disks. Please ensure that the CP
server coordination points are numbered sequentially and in the
same order on all the cluster nodes.
Coordination Point Server(CPS) is specified as:
cps<number>=[<vip/vhn>]:<port>
If a CPS supports multiple virtual IPs or virtual hostnames over
different subnets, all of the IPs/names can be specified in a
comma separated list as follows:
cps<number>=[<vip_1/vhn_1>]:<port_1>,[<vip_2/vhn_2>]:<port_2>,...,
[<vip_n/vhn_n>]:<port_n>
Where,
<number>
is the serial number of the CPS as a coordination point; must
start with 1.
<vip>
is the virtual IP address of the CPS, must be specified in
square brackets ("[]").
<vhn>
is the virtual hostname of the CPS, must be specified in square
brackets ("[]").
<port>
is the port number bound to a particular <vip/vhn> of the CPS.
It is optional to specify a <port>. However, if specified, it
must follow a colon (":") after <vip/vhn>. If not specified, the
colon (":") must not exist after <vip/vhn>.
For all the <vip/vhn>s which do not have a specified <port>, a
default port can be specified as follows:
port=<default_port>
Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for
which a <port> is not specified. In other words, specifying <port>
with a <vip/vhn> overrides the <default_port> for that <vip/vhn>.
If the <default_port> is not specified, and there are <vip/vhn>s for
which <port> is not specified, then port number 14250 will be used
for such <vip/vhn>s.
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Example of specifying CP Servers to be used as coordination points:
port=57777
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,[mycps1.company.com]
cps2=[192.168.0.25]
cps3=[mycps2.company.com]:59999
In the above example,
- port 58888 will be used for vip [192.168.0.24]
- port 59999 will be used for vhn [mycps2.company.com], and
- default port 57777 will be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[mycps1.company.com]
[192.168.0.25]
- if default port 57777 were not specified, port 14250 would be used
for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[mycps1.company.com]
[192.168.0.25]
SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
vxfendg=<coordinator disk group name>
Example:
vxfendg=vxfencoorddg
Examples of different configurations:
1. All CP server coordination points
cps1=
cps2=
cps3=
2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
coordinator disks
cps1=
vxfendg=
Note: The disk group specified in this case should have two disks
3. All SCSI-3 coordinator disks
vxfendg=
Note: The disk group specified in case should have three disks

表 18-4 には、編集する必要のある vxfenmode パラメータが定義されています。
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表 18-4

vxfenmode ファイルのパラメータ

vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
vxfen_mode

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

vxfen_mechanism

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

scsi3_disk_policy

DMP デバイス、「dmp」、基本となる RAW キャラクタデバイス「raw」
のいずれを使うかを vxfen モジュールに設定します。

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

security パラメータ 1 は、セキュアモードが CP サーバー通信のた
めに使用されることを示します。
security パラメータ 0 は、CP サーバーとの通信が非セキュアモー
ドで作成されることを示します。
security のデフォルト値は 1 です。
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vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
cps1、cps2、vxfendg

コーディネーションポイントのパラメータ。
CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは FQHN（アクセス可能などち
らか）を入力します。
cps<number>=[virtual_ip_address/virtual_host_name]:port
ここで port はオプションです。ポートのデフォルト値は 14250 で
す。
異なるサブネットに複数の仮想 IP アドレスまたはホスト名を設定し
た場合は、カンマで区切られた値で指定できます。次に例を示しま
す。
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,
[mycps1.company.com]

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

CP サーバーがリスニングするデフォルトのポート
それぞれの仮想 IP アドレスまたはホスト名にポート番号を指定しな
かった場合は、CP サーバーがそれぞれの仮想 IP アドレスまたは
ホスト名に使用するデフォルトのポート番号は 14250 です。このデ
フォルトのポート値はポートパラメータを使用して変更できます。

single_cp

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

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

1

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

2

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

haconf -makerw
hagrp -add vxfen
hagrp -modify vxfen SystemList galaxy 0 nebula 1
hagrp -modify vxfen AutoFailOver 0
hagrp -modify vxfen Parallel 1
hagrp -modify vxfen SourceFile "./main.cf"
hares -add coordpoint CoordPoint vxfen
hares -modify coordpoint FaultTolerance 1
hares -modify coordpoint Enabled 1
haconf -dump -makero
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3

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

例を示します。
# hares -state coordpoint

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

4

Attribute
State
State

System
galaxy
nebula

Value
ONLINE
ONLINE

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

これで、次の場所でエージェントログを表示できます。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

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

1

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

す。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -d

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

2

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

イントを使っていることを検証します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

出力に single_cp=1 が表示されている場合、アプリケーションクラスタで CP サー
バーがサーバーベースフェンシングの単一コーディネーションポイントとして使われ
ていることを示しています。

仮想環境での非 SCSI3 フェンシングの手動設定
非 SCSI 3 PR 対応設定で I/O フェンシングを手動で設定するには

1

CP サーバーのみをコーディネーションポイントとして使うカスタマイズモードで、I/O
フェンシングを設定します。 前のセグメントに訳文をまとめました
p.234 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。

2

VCS クラスタがオンラインになっていることを確認し、フェンシングモードがカスタマ
イズされていることを確認します。
# vxfenadm -d

3

クラスタ属性 UseFence が SCSI3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence

4

各ノードで、次のように /etc/vxenviron ファイルを編集します。
data_disk_fencing=off

5

各ノードで、次のように /kernel/drv/vxfen.conf ファイルを編集します。
vxfen_vxfnd_tmt=25
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6

各ノードで、次のように /etc/vxfenmode ファイルを編集します。
loser_exit_delay=55
vxfen_script_timeout=25

/etc/vxfenmode ファイルの例を参照してください。

7

各ノードで、LLT sendhbcap タイマーパラメータ値を次のように設定します。
■

次のコマンドを実行します。
lltconfig -T sendhbcap:3000

■

変更が再ブート後も永続的であるように、/etc/llttab ファイルに次の行を追加し
ます。
set-timer senhbcap:3000

8

任意ノードで、次のように VCS 設定ファイルを編集します。
■

VCS 設定ファイルを書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

DiskGroup タイプのリソースごとに、MonitorReservation 属性の値を 0 に、
Reservation 属性の値を NONE に設定します。 前のセグメントに訳文をまとめ
ました
# hares -modify <dg_resource> MonitorReservation 0
# hares -modify <dg_resource> Reservation "NONE"

■

次のコマンドを実行して値を確認します。
# hares -list Type=DiskGroup MonitorReservation!=0
# hares -list Type=DiskGroup Reservation!="NONE"

リソースが出力されないはずです。
■

タイプレベルで Reservation 属性のデフォルト値を修正します。
# haattr -default DiskGroup Reservation "NONE"

■

VCS 設定ファイルを読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero
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9

VCS 設定ファイル main.cf の UseFence 属性が SCSI3 に設定されていることを確
認します。

10 これらの VxFEN の変更を有効にするため、VxFEN と依存モジュールを停止してか
ら再起動します。
■

各ノードで、次のコマンドを実行して VCS を停止します。
# svcadm disable -t vcs

■

すべてのサービスがオフラインになった後に、次のコマンドを実行して VxFEN
を停止します。
# svcadm disable -t vxfen

■

各ノードで、次のコマンドを実行して VxFEN と VCS を起動します。
# svcadm enable vxfen

非 SCSI-3 フェンシングのサンプル /etc/vxfenmode ファイル
================================
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
# vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
# fencing that should be used.
#
# available options:
# cps
- use a coordination point server with optional script
#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O Fencing
# communicates with the coordination disks. This field is required
# only if customized coordinator disks are being used.
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#
#
#
#
#
#

available options:
dmp - use dynamic multipathing
raw - connect to disks using the native interface
scsi3_disk_policy=dmp

#
# Seconds for which the winning sub cluster waits to allow for the
# losing subcluster to panic & drain I/Os. Useful in the absence of
# SCSI3 based data disk fencing
loser_exit_delay=55
#
# Seconds for which vxfend process wait for a customized fencing
# script to complete. Only used with vxfen_mode=customized
vxfen_script_timeout=25
#
# security when enabled uses secure communication to the cp server
# using VxAT (Veritas Authentication Service)
# available options:
# 0 - don't use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
# 1 - use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
security=1
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
one in its own line. They can be all-CP servers, all-SCSI-3
compliant coordinator disks, or a combination of CP servers and
SCSI-3 compliant coordinator disks. Please ensure that the CP
server coordination points are numbered sequentially and in the
same order on all the cluster nodes.
Coordination Point Server(CPS) is specified as:
cps<number>=[<vip/vhn>]:<port>
If a CPS supports multiple virtual IPs or virtual hostnames over
different subnets, all of the IPs/names can be specified in a
comma separated list as follows:
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

cps<number>=[<vip_1/vhn_1>]:<port_1>,[<vip_2/vhn_2>]:<port_2>,...,
[<vip_n/vhn_n>]:<port_n>
Where,
<number>
is the serial number of the CPS as a coordination point; must
start with 1.
<vip>
is the virtual IP address of the CPS, must be specified in
square brackets ("[]").
<vhn>
is the virtual hostname of the CPS, must be specified in square
brackets ("[]").
<port>
is the port number bound to a particular <vip/vhn> of the CPS.
It is optional to specify a <port>. However, if specified, it
must follow a colon (":") after <vip/vhn>. If not specified, the
colon (":") must not exist after <vip/vhn>.
For all the <vip/vhn>s which do not have a specified <port>, a
default port can be specified as follows:
port=<default_port>
Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for
which a <port> is not specified. In other words, specifying <port>
with a <vip/vhn> overrides the <default_port> for that <vip/vhn>.
If the <default_port> is not specified, and there are <vip/vhn>s for
which <port> is not specified, then port number 14250 will be used
for such <vip/vhn>s.
Example of specifying CP Servers to be used as coordination points:
port=57777
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,[mycps1.company.com]
cps2=[192.168.0.25]
cps3=[mycps2.company.com]:59999
In the above example,
- port 58888 will be used for vip [192.168.0.24]
- port 59999 will be used for vhn [mycps2.company.com], and
- default port 57777 will be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
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#
[mycps1.company.com]
#
[192.168.0.25]
# - if default port 57777 were not specified, port 14250 would be used
#
for all remaining <vip/vhn>s:
#
[192.168.0.23]
#
[mycps1.company.com]
#
[192.168.0.25]
#
# SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
#
# vxfendg=<coordinator disk group name>
# Example:
# vxfendg=vxfencoorddg
#
# Examples of different configurations:
# 1. All CP server coordination points
# cps1=
# cps2=
# cps3=
#
# 2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
# coordinator disks
# cps1=
# vxfendg=
# Note: The disk group specified in this case should have two disks
#
# 3. All SCSI-3 coordinator disks
# vxfendg=
# Note: The disk group specified in case should have three disks
#
cps1=[mycps1.company.com]
cps2=[mycps2.company.com]
cps3=[mycps3.company.com]
port=14250
================================
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VCS のアップグレード計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS 6.0 へのアップグレードについて

■

VCS でサポートされるアップグレードパス

■

セキュアエンタープライズ環境での VCS のアップグレード

VCS 6.0 へのアップグレードについて
次のいずれかの方法を使って VCS をアップグレードできます。
■

Veritas 製品インストーラまたは installvcs プログラムを使った標準的なアップグレー
ド
p.256 の 「VCS でサポートされるアップグレードパス」 を参照してください。
p.262 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照して
ください。

■

Veritas Web インストーラを使用する標準的なアップグレード
p.256 の 「VCS でサポートされるアップグレードパス」 を参照してください。
p.263 の 「Veritas の Web ベースインストーラを使った Veritas Cluster Server のアッ
プグレード」 を参照してください。

■

ダウンタイムを減らす段階的なアップグレード
p.268 の 「段階的なアップグレードの実行」 を参照してください。

■

応答ファイルを使った自動アップグレード
p.256 の 「VCS でサポートされるアップグレードパス」 を参照してください。
p.287 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

■

サポート対象のオペレーティングシステムのネーティブユーティリティを使ったアップ
グレード
Live Upgrade
p.299 の 「Live Upgrade について」 を参照してください。
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■

ダウンタイムを最小化するためのローリングアップグレード
p.296 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS のローリングアップグレードの実
行」 を参照してください。

Veritas 製品インストーラまたは応答ファイルを使って、VCS 6.0 から Storage Foundation
High Availability 6.0 にアップグレードできます。
『Veritas Storage Foundation and High Availability インストールガイド』を参照してく
ださい。

VCS でサポートされるアップグレードパス
表 19-1 に、Solaris SPARC でサポートされるアップグレードパスの一覧を示します。
表 19-1

Solaris SPARC でサポートされるアップグレードパス

現在の VCS のバー Solaris 8 以前
ジョン
3.5
3.5 MP4
4.0
4.0 MP1
4.0 MP2

4.1
4.1 MP1
4.1 MP2

Solaris 9

Solaris 10

アップグレードパスはあ アップグレードパスはあ なし
りません。VCS をアンイ りません。VCS をアンイ
ンストールします。
ンストールします。
少なくとも Solaris 10
にオペレーティングシス
テムをアップグレードし
ます。

少なくとも Solaris 10
にオペレーティングシス
テムをアップグレードし
ます。

インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

アップグレードパスはあ アップグレードパスはあ アップグレードパスはあ
りません。VCS をアンイ りません。VCS をアンイ りません。
ンストールします。
ンストールします。
VCS をアンインストール
少なくとも Solaris 10 少なくとも Solaris 10 してから、インストーラを
にオペレーティングシス にオペレーティングシス 使って VCS 6.0 の完全
テムをアップグレードし テムをアップグレードし インストールを実行しま
ます。
ます。
す。
インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。
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現在の VCS のバー Solaris 8 以前
ジョン
5.0
5.0 MP1

5.0 MP3RP

5.1
5.1RP
5.1SP1
5.1SP1RP

Solaris 10

アップグレードパスはあ アップグレードパスはあ アップグレードパスはあ
りません。VCS をアンイ りません。VCS をアンイ りません。
ンストールします。
ンストールします。
VCS をアンインストール
少なくとも Solaris 10 少なくとも Solaris 10 してから、インストーラを
にオペレーティングシス にオペレーティングシス 使って VCS 6.0 の完全
テムをアップグレードし テムをアップグレードし インストールを実行しま
ます。
ます。
す。
インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

5.0 MP3

Solaris 9

インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

アップグレードパスはあ アップグレードパスはあ インストーラスクリプトを
りません。VCS をアンイ りません。VCS をアンイ 使って VCS 6.0 に直接
ンストールします。
ンストールします。
アップグレードします。
少なくとも Solaris 10
にオペレーティングシス
テムをアップグレードし
ます。

少なくとも Solaris 10
にオペレーティングシス
テムをアップグレードし
ます。

インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

なし

アップグレードパスはあ インストーラスクリプトを
りません。VCS をアンイ 使って VCS 6.0 に直接
ンストールします。
アップグレードします。
少なくとも Solaris 10
にオペレーティングシス
テムをアップグレードし
ます。
インストーラを使って、
VCS 6.0 の完全インス
トールを実行します。

表 19-2 に、Solaris x64 Platform Edition でサポートされるアップグレードパスの一覧
を示します。
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表 19-2

Solaris x64 Platform Edition でサポートされるアップグレードパス

現在の VCS のバージョン

Solaris 10

4.1

アップグレードパスはありません。VCS をアンイ
ンストールします。

4.1 Phase 2

インストーラを使って、VCS 6.0 の完全インストー
ルを実行します。
5.0
5.0 MP1

アップグレードパスはありません。VCS をアンイ
ンストールします。
インストーラを使って、VCS 6.0 の完全インストー
ルを実行します。

5.0 MP3
5.0 MP3RP
5.1
5.1RP

インストーラを使って VCS 6.0 にアップグレード
します。
インストーラを使って VCS 6.0 にアップグレード
します。

5.1SP1
5.1SP1RP

セキュアエンタープライズ環境での VCS のアップグレー
ド
セキュアエンタープライズ環境では、システム間の ssh または rsh 通信が許可されませ
ん。このような場合、installvcs プログラムは通信可能なシステム（通常はローカルシステ
ム）にのみ、VCS のアップグレードを行うことができます。
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セキュアエンタープライズ環境内の VCS を rsh または ssh 通信なしでアップグレードす
るには

1

クラスタを VCS 6.0 にアップグレードするために、各ノードで installvcs プログラムを
実行します。
installvcs プログラムは、各ノードで設定を更新し、クラスタを停止してから、そのノー
ドで VCS をアップグレードします。ノード上にクラスタ UUID も生成されます。この時
点で、各ノードに別のクラスタ UUID が存在する場合があります。

2

最初のノードで VCS を起動します。
# hastart

VCS はこのノードのクラスタ UUID を生成します。ローカルノードのクラスタ UUID
を表示するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -display systemname

3

他のノードのそれぞれで、次の手順を実行します。
■

VCS_HOST 環境変数の値を最初のノードの名前に設定します。

■

クラスタ UUID の値を格納する CID 属性の値を表示します。
# haclus -value CID

■

ファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid に CID 属性の出力をコピーします。

■

設定した値を削除するように、VCS_HOST 環境変数を更新します。

■

VCS を起動します。
このノードは、クラスタ内ですでに実行中のノードに正常に参加する必要があり
ます。
p.344 の 「LLT、GAB、クラスタの動作の検証」 を参照してください。
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20
インストーラを使用した標準
的な VCS アップグレードの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使ったアップグレード前の準備

■

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード

■

Veritas の Web ベースインストーラを使った Veritas Cluster Server のアップグレー
ド

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使っ
たアップグレード前の準備
VCS をアップグレードする前に、次の手順を実行します。最初に非推奨のリソースタイプ
を削除し、変更された値を修正する必要があります。
VCS 6.0 へのアップグレードを準備するには
◆

グローバルゾーンで VCS パッケージをインストールまたはアップグレードする前に、
すべての非グローバルゾーンが起動され、実行中の状態であることを確認します。
アップグレード時に非グローバルゾーンがマウントされておらず、実行中でない場合
は、それぞれの非グローバルゾーンの各パッケージを手動でアップグレードする必
要があります。
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スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグ
レード
VCS をアップグレードするには、製品インストーラを使うことができます。
製品インストーラを使って VCS をアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品 CD をマウントします。

2

インストーラを起動します。
# ./installer

製品インストールプログラムが起動し、著作権メッセージが表示されます。そこで、ロ
グを作成する場所を指定します。ログのディレクトリと名前を書き留めます。

3

最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、［G］を選択して、［製品のアップグレード
（Upgrade a Product）］を選択します。

4

完全アップグレードの場合は 1 を選択します。

5

アップグレードするノードの名前を入力します。ノード名を区切るにはスペースを使
います。Enter キーを押して処理を続行します。
インストーラにより、ノードでいくつかの検証チェックが実行されます。

6

検証チェックが完了すると、エンドユーザー使用許諾契約に同意するかどうかを尋
ねられます。同意する場合は y を押して続行します。
アップグレードする パッケージ が一覧表示されます。

7

VCS プロセスを停止するかどうかを尋ねられます。Enter キーを押して続行します。
VCS プロセスが停止し、パッケージがアンインストールされ、パッケージのインストー
ルまたはアップグレードと VCS の設定が行われます。
シマンテック社が再起動を推奨するノードが一覧表示されます。

8

今後のインストールの改善に役立つように、このインストールに関する情報をシマン
テック社に送るかどうかを尋ねられます。返答を入力してください。
ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所が表示されます。

9

VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムを VCS 6.0 にアップグレード
する場合は、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン VCS 6.0 にアップグレー
ドしたことを事前に確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS または
SFHA をアップグレードしてください。
VCS または SFHA のアップグレードの手順については、『Veritas Cluster Server
インストールガイド』または『Storage Foundation and High Availability インストー
ルガイド』を参照してください。
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4.x からアップグレードする場合、ネーティブの OS アカウントを使った場合は、新しい
VCS アカウントの作成が必要になる場合もあります。
p.447 の 「新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティングシステムのアカウ
ントを使った場合）」 を参照してください。

Veritas の Web ベースインストーラを使った Veritas
Cluster Server のアップグレード
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレードにつ
いて説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストールされている
製品を検出し、アップグレードします。
VCS をアップグレードするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成してください。

2

高可用性（HA）製品をアップグレードする場合は、すべてのサービスグループをオ
フラインにします。すべてのサービスグループを一覧表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -list

一覧表示されたそれぞれのサービスグループをオフラインにします。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -offline service_group -all

3

Web ベースインストーラを開始します。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

4

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンメニューから［製品のアップグレード（Upgrade a Product）］を選択し
ます。
指定のシステムにインストールされている製品がインストーラによって検出されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

5

アップグレードを行うシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

使用許諾契約のページで、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入
れるかどうかを選択します。続行するには、［はい、同意します（Yes I agree）］を選
択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

［次へ（Next）］をクリックして、アップグレードを完了します。
アップグレードが完了すると、ログと概略ファイルの場所が表示されます。必要に応
じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

263

264

第 20 章 インストーラを使用した標準的な VCS アップグレードの実行
Veritas の Web ベースインストーラを使った Veritas Cluster Server のアップグレード

8

アップグレード後に製品が設定されていない場合は、この製品を構成するかどうか
を尋ねるメッセージが Web ベースインストーラによって表示されます。製品がすで
に設定されている場合は、メッセージは表示されません。

9

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

10 CP サーバーシステムの VCS または SFHA 5.1 をバージョン VCS 6.0 にアップグレー
ドする場合は、すべてのアプリケーションクラスタがバージョン VCS 6.0 にアップグ
レードされていることを確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS ま
たは SFHA をアップグレードしてください。VCS または SFHA をアップグレードする
手順については、VCS または SFHA のインストールガイドを参照してください。
ネーティブオペレーティングシステムアカウントを使った場合は、4.x からアップグレード
する際に新しい VCS アカウントの作成が必要になることがあります。
p.447 の 「新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティングシステムのアカウ
ントを使った場合）」 を参照してください。

21
段階的なアップグレードの実
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

段階的アップグレードについて

■

段階的なアップグレードの実行

段階的アップグレードについて
クラスタの休止時間を最小化するために段階的アップグレードを実行します。状況に応じ
て、おおよその休止時間を次のように計算できます。
動作中のノードにすべての 休止時間は、サービスグループのオフラインとオンラインの切り替えに
サービスグループをフェー 要する時間に相当します。
ルオーバーできる
アップグレード時に動作中 そのサービスグループの休止時間は、アップグレードの実行とノード
のノードにフェールオー
の再起動に要する時間に相当します。
バーできないサービスグ
ループがある

段階的アップグレードの前提条件
アップグレードを開始する前に、アップグレードの対象となるノードすべてについてライセ
ンスの状態を確認します。

段階的アップグレードの計画
どのサービスグループの休止時間も最短になるように、サービスグループのノード間移動
を計画します。
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その大まかな指針は次のとおりです。
■

クラスタを、サイズが同じかほぼ等しい 2 つのサブクラスタに分割します。

■

はじめのサブクラスタをアップグレードしている間、優先度の高いサービスグループが
オンラインのままとなるようにクラスタを分割します。

■

アップグレードを開始する前に、ディレクトリ /etc/VRTSvcs/conf/config/ にある
VCS 設定ファイル main.cf と types.cf のバックアップを作成します。

段階的アップグレードの制限事項
次の制限事項では、主として段階的アップグレード中の設定やサービスグループの変更
に関する制限を示します。
■

アップグレードを実行している間は、モジュールを開始しないようにしてください。

■

インストーラを起動するときは、VCS のみを選択します。

■

アップグレードを実行している場合は、どのノードに対してもサービスグループの追加
や削除を行わないようにしてください。

■

クラスタの前半（1 番目のサブクラスタ）をアップグレードした後、パスワードを要求しな
い SSH を設定する必要があります。1 番目のサブクラスタでアップグレードしたノード
と、他のサブクラスタのノード間の接続を確立します。他のサブクラスタのノードには、
インストーラを実行し、アップグレードを行う予定であるノードを指定してください。

■

設定によっては、複数のノードを同時にアップグレードできない場合があります。一度
に 1 つのノードしかアップグレードできません。

■

非常に大規模なクラスタの場合は、クラスタのアップグレードを行ううえで、ここに説明
する手順を複数回繰り返す必要性が生じる場合があります。

段階的なアップグレードの例
この例では node01、node02、node03、node04 という 4 つのノードで実行するように設
定したセキュアクラスタがあります。また、サービスグループも 4 つ（sg1、sg2、sg3、sg4）
となります。この例では、クラスタを 2 つのサブクラスタに分割しています。node01 と
node02 のノードは 1 番目のサブクラスタにあり、これを最初にアップグレードします。
node03 と node04 のノードは 2 番目のサブクラスタにあり、これを次にアップグレードし
ます。
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図 21-1

段階的アップグレードの設定例
2

sg1

sg1

sg1

sg1

sg2

sg2

sg2

sg2

sg3

sg4

node01

node02

node03

node04

それぞれのサービスグループは、ノード上で次のように実行されています。
■

sg1 と sg2 はパラレルサービスグループであり、すべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はフェールオーバーサービスグループです。sg3 は node01 で、sg4 は
node02 で動作します。

システムリストにおいて、各サービスグループは次のように別のノードにフェールオーバー
するように設定されています。
■

sg1 と sg2 はすべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はクラスタ内のどのノードにもフェールオーバーできます。

段階的アップグレードの例についての概要
この例のアップグレードパスは次のとおりです。
■

1 番目のサブクラスタから 2 番目のサブクラスタにすべてのフェールオーバーサービ
スグループを移します。

■

1 番目のサブクラスタで、すべてのパラレルサービスグループをオフラインにします。

■

1 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

1 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。

■

2 番目のサブクラスタを準備します。

■

1 番目のサブクラスタをアクティブ化します。

■

2 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

2 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。

■

2 番目のサブクラスタをアクティブ化します。
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p.268 の 「段階的なアップグレードの実行」 を参照してください。

段階的なアップグレードの実行
この項では、4 つのサービスグループを持つ 4 つのノードで VCS の段階的アップグレー
ドを実行する方法について説明します。このシナリオでは、VCS とサービスグループを 2
番目のサブクラスタでオンラインにしたまま、2 番目のサブクラスタをアップグレードするこ
とはできません。アップグレード中には、どのノードでもリソースまたはサービスグループ
の追加、削除、変更を行わないでください。このような変更は、アップグレード後に失われ
る可能性があります。
段階的なアップグレードの例を次に示します。ここでは段階的なアップグレードを実行す
るための手順を説明します。例ではセキュアな VCS クラスタを利用します。
VCS 5.1 またはサポートされているその他の以前のバージョンから VCS 6.0 への段階的
アップグレードを実行できます。
p.265 の 「段階的アップグレードについて」 を参照してください。
p.266 の 「段階的なアップグレードの例」 を参照してください。

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動
次の手順を実行して、サービスグループの状態を確立し、サービスグループを切り替え
ます。
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2 番目のサブクラスタにサービスグループを移すには

1

1 番目のサブクラスタで、サービスグループがオンラインになっている位置を特定し
ます。
# hagrp -state

出力は次のようになります。

#Group
sg1
sg1
sg1
sg1
sg2
sg2
sg2
sg2
sg3
sg3
sg3
sg3
sg4
sg4
sg4
sg4

2

Attribute
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State

System
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

Value
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|

最初のサブクラスタのパラレルサービスグループ（sg1 と sg2）をオフラインにします。
フェールオーバーサービスグループ（sg3 と sg4）を、1 番目のサブクラスタ（node01
と node02）から 2 番目のサブクラスタ（node03 と node04）上のノードに切り替えま
す。
# hagrp -offline sg1 -sys node01
# hagrp -offline sg2 -sys node01
# hagrp -offline sg1 -sys node02
# hagrp -offline sg2 -sys node02
# hagrp -switch sg3 -to node03
# hagrp -switch sg4 -to node04
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3

1 番目のサブクラスタのノードで、VCS が管理しないすべての VxFS ファイルシステ
ムをマウント解除します。たとえば、次のように実行します。
# df -k

Filesystem
kbytes
used
avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c1t0d0s0
66440242 10114415 55661425 16% /
/devices
0
0
0
0% /devices
ctfs
0
0
0
0% /system/contract
proc
0
0
0
0% /proc
mnttab
0
0
0
0% /etc/mnttab
swap
5287408
1400 5286008
1% /etc/svc/volatile
objfs
0
0
0
0% /system/object
sharefs
0
0
0
0% /etc/dfs/sharetab
/platform/sun4u-us3/lib/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1
66440242 10114415 55661425
16% /platform/sun4u-us3/lib/
libc_psr.so.1
/platform/sun4u-us3/lib/sparcv9/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1
66440242 10114415 55661425
16%
/platform/sun4u-us3/lib/
sparcv9/libc_psr.so.1
fd
0
0
0
0%
/dev/fd
swap
5286064
56 5286008
1%
/tmp
swap
5286056
48 5286008
1%
/var/run
swap
5286008
0 5286008
0%
/dev/vx/dmp
swap
5286008
0 5286008
0%
/dev/vx/rdmp
3.0G
18M 2.8G
1% /mnt/dg2/dg2vol1
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol2
1.0G
18M 944M
2% /mnt/dg2/dg2vol2
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol3
10G
20M 9.4G
1% /mnt/dg2/dg2vol3
# umount /mnt/dg2/dg2vol1
# umount /mnt/dg2/dg2vol2
# umount /mnt/dg2/dg2vol3

4

1 番目のサブクラスタのノードで、VCS が管理しない（各ディスクグループの）すべて
の VxVM ボリュームを停止します。

5

1 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw
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6

1 番目のサブクラスタ内のノードをフリーズします。
# hasys -freeze -persistent node01
# hasys -freeze -persistent node02

7

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

8

サービスグループがアップグレードする 1 番目のサブクラスタでオフラインになって
いることを確認します。
# hagrp -state

出力は次のようになります。
#Group Attribute System Value
sg1 State node01 |OFFLINE|
sg1 State node02 |OFFLINE|
sg1 State node03 |ONLINE|
sg1 State node04 |ONLINE|
sg2 State node01 |OFFLINE|
sg2 State node02 |OFFLINE|
sg2 State node03 |ONLINE|
sg2 State node04 |ONLINE|
sg3 State node01 |OFFLINE|
sg3 State node02 |OFFLINE|
sg3 State node03 |ONLINE|
sg3 State node04 |OFFLINE|
sg4 State node01 |OFFLINE|
sg4 State node02 |OFFLINE|
sg4 State node03 |OFFLINE|
sg4 State node04 |ONLINE|

9

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、1 番目のサブクラスタ内のノード
（node01 と node02）でこの手順を実行します。任意のエディタを使って、次のように
変更します。
■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を scsi3 から disabled に

変更します。vxfenmode ファイルの行は次のようになります。
vxfen_mode=disabled
■ /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルで、UseFence

属性の値を
SCSI3 から NONE に変更します。main.cf ファイルの行は次のようになります。
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UseFence = NONE

10 1 番目のサブクラスタで llttab、llthosts、gabtab、types.cf、main.cf、AT 設定ファ
イルのバックアップを作成します。
# cp /etc/llttab /etc/llttab.bkp
# cp /etc/llthosts /etc/llthosts.bkp
# cp /etc/gabtab /etc/gabtab.bkp
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.bkp
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.bkp
# /opt/VRTSat/bin/vssat showbackuplist
B|/var/VRTSat/.VRTSat/profile/VRTSatlocal.conf
B|/var/VRTSat/.VRTSat/profile/certstore
B|/var/VRTSat/ABAuthSource
B|/etc/vx/vss/VRTSat.conf
Quiescing ...
Snapshot Directory :/var/VRTSatSnapShot

1 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、1 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムのアップグレードを実行
できます。詳しくは、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

1 番目のサブクラスタのアップグレード
まず、インストールプログラムに移動してこれを開始します。
段階的アップグレードのインストーラを開始するには

1

スーパーユーザーとしてログオンし、製品ディスクをマウントしていることを確認しま
す。

2

パスワードを要求されずに、インストーラを起動したノードから 2 番目のサブクラスタ
内のノードに ssh または rsh を実行できることを確認します。

3

installvcs を含むフォルダに移動します。
# cd cluster_server
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4
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installvcs プログラムを開始し、1 番目のサブクラスタのノード（node1 と node2）を
指定します。
# ./installvcs node1 node2

プログラムの起動とともに著作権情報が表示され、ログを作成するディレクトリが指定
されます。

5

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意する場合は、y を入力します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the cluster_server/EULA/<lang>/EULA_VCS_Ux_6.0.pdf
file present on media? [y,n,q,?] y

6

使用可能なインストールオプションを確認します。
p.411 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
1

製品の基本機能を提供する必要最小限の VCS パッケージのみをインストールします。

2

製品のすべて機能を提供する推奨 VCS パッケージ をインストールします。このオプショ
ンでは、オプションの VCS パッケージはインストールされません。
このオプションがデフォルトです。

3

すべての VCS パッケージをインストールする。
オプションの VCS 機能を設定するには、このオプションを選択する必要があります。

4

オプションごとに VCS パッケージを表示する。
この例では、すべてのパッケージを表す 3 を選択します。
Select the Packages to be installed on all systems?[1-4,q,?](2) 3

7

インストーラは、一連のチェックおよびテストを行って、通信、ライセンス、互換性を確
認します。

8

メッセージが表示されたら、y を入力してアップグレードを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)
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9

メッセージが表示されたら、y を入力して該当するプロセスを停止します。
Do you want to stop VCS processes? [y,n,q] (y)

10 インストーラは、1 番目のサブクラスタについて終了し、次の出力を表示します。
Configuring VCS: 100%
Estimated time remaining: 0:00
Performing VCS upgrade configuration .................... Done
Veritas Cluster Server Configure completed successfully
You are performing phased upgrade (Phase 1) on the systems.
Follow the steps in install guide to upgrade the remaining
systems.
Would you like to send the information about this installation to
Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y)

1 番目のサブクラスタでのアップグレードが終了します。「2 番目のサブクラスタの準
備」 の手順が完了するまで、1 番目のサブクラスタのノードを再起動しないでくださ
い。

2 番目のサブクラスタの準備
1 番目のサブクラスタ内のノードを再起動する前に、2 番目のサブクラスタで次の手順を
実行します。
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2 番目のサブクラスタのアップグレードを準備するには

1

リソースの状態の概略を取得します。
# hastatus -summ
--A
A
A
A
--B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

SYSTEM STATE
System
node01
node02
node03
node04
GROUP STATE
Group
SG1
SG1
SG1
SG1
SG2
SG2
SG2
SG2
SG3
SG3
SG3
SG3
SG4
SG4
SG4
SG4

State
EXITED
EXITED
RUNNING
RUNNING
System
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Frozen
1
1
0
0
AutoDisabled
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

State
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
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2

VCS が管理しないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。たとえば、
次の操作を行います。
# df -k

Filesystem
kbytes
used
avail capacity Mounted on
/dev/dsk/c1t0d0s0
66440242 10114415 55661425
16%
/
/devices
0
0
0
0%
/devices
ctfs
0
0
0
0%
/system/contract
proc
0
0
0
0%
/proc
mnttab
0
0
0
0%
/etc/mnttab
swap
5287408
1400 5286008
1%
/etc/svc/volatile
objfs
0
0
0
0%
/system/object
sharefs
0
0
0
0%
/etc/dfs/sharetab
/platform/sun4u-us3/lib/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1
66440242 10114415 55661425
16%
/platform/sun4u-us3/
lib/libc_psr.so.1
/platform/sun4u-us3/lib/sparcv9/libc_psr/libc_psr_hwcap1.so.1
66440242 10114415 55661425
16%
/platform/sun4u-us3/
lib/sparcv9/libc_psr.so.1
fd
0
0
0
0%
/dev/fd
swap
5286064
56 5286008
1%
/tmp
swap
5286056
48 5286008
1%
/var/run
swap
5286008
0 5286008
0%
/dev/vx/dmp
swap
5286008
0 5286008
0%
/dev/vx/rdmp
3.0G
18M 2.8G
1% /mnt/dg2/dg2vol1
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol2
1.0G
18M 944M
2% /mnt/dg2/dg2vol2
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol3
10G
20M 9.4G
1% /mnt/dg2/dg2vol3
# umount /mnt/dg2/dg2vol1
# umount /mnt/dg2/dg2vol2
# umount /mnt/dg2/dg2vol3

3

VCS が管理しない（各ディスクグループの）VxVM ボリュームをすべて停止します。

4

2 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw
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5

サービスグループをアンフリーズします。
# hagrp -unfreeze sg1 -persistent
# hagrp -unfreeze sg2 -persistent
# hagrp -unfreeze sg3 -persistent
# hagrp -unfreeze sg4 -persistent

6

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

7

node03 と node04 でサービスグループをオフラインにします。
# hagrp -offline sg1 -sys node03
# hagrp -offline sg1 -sys node04
# hagrp -offline sg2 -sys node03
# hagrp -offline sg2 -sys node04
# hagrp -offline sg3 -sys node03
# hagrp -offline sg4 -sys node04

8

サービスグループの状態を確認します。
# hagrp -state
#Group
SG1
SG1
SG1
SG1
SG2
SG2
SG2
SG2
SG3
SG3
SG3
SG3

9

Attribute
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State

System
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

Value
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、node03 と node04 でこの手順を
実行します。任意のエディタを使って、次のように変更します。
■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を scsi3 から disabled に

変更します。vxfenmode ファイルの行は次のようになります。
vxfen_mode=disabled
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■ /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルで、UseFence

属性の値を
SCSI3 から NONE に変更します。main.cf ファイルの行は次のようになります。
UseFence = NONE

10 node03 と node04 で、VCS、I/O フェンシング、GAB、LLT を停止します。
■

Solaris 9:
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -local
# /etc/init.d/vxfen stop
# /etc/init.d/gab stop
# /etc/init.d/llt stop

■

Solaris 10:
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -local
# svcadm disable -t /system/vxfen
# svcadm disable -t /system/gab
# svcadm disable -t /system/llt

11 node03 と node04 で、VXFEN、GAB、LLT の各モジュールがロードされていない
ことを確認します。
■

Solaris 9:
# /etc/init.d/vxfen status
VXFEN module is not loaded
# /etc/init.d/gab status
GAB module is not loaded
# /etc/init.d/llt status
LLT module is not loaded

■

Solaris 10:
# /lib/svc/method/vxfen status
VXFEN module is not loaded
# /lib/svc/method/gab status
GAB module is not loaded
# /lib/svc/method/llt status
LLT module is not loaded
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最初のサブクラスタのアクティブ化
1 番目のサブクラスタでサービスグループの準備を行います。
メモ: これらの手順はインストーラの出力手順の一部を実行します。「1 番目のサブクラス
タのアップグレード」 の手順 10 を参照してください。
最初のサブクラスタをアクティブ化するには

1

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、node01 と node02 でこの手順を
実行します。1 番目のサブクラスタのノードを再起動する前に、任意のエディタを使っ
て、次のように有効な状態に戻します。
■ ./etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルで、UseFence

属性の値を
NONE から SCSI3 に変更します。main.cf ファイルの行は次のようになります。
UseFence = SCSI3

■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を disabled から scsi3 に

変更します。vxfenmode ファイルの行は次のようになります。
vxfen_mode=scsi3

2

1 番目のサブクラスタの node01 と node02 を再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0

3

1 番目のサブクラスタの node01 と node02 をシーディングします。
# gabconfig -xc

4

Solaris 10 を使うノードでは、クラスタの前半の VCS を起動します。
# svcadm enable system/vcs

5

node01 と node02 の VCS を開始しします。各ノードで次を実行します。
# hastart

6

1 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw
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7

1 番目のサブクラスタのノードをアンフリーズします。
# hasys -unfreeze -persistent node01
# hasys -unfreeze -persistent node02

8

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

9

node01 と node02 でサービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online sg1 -sys node01
# hagrp -online sg1 -sys node02
# hagrp -online sg2 -sys node01
# hagrp -online sg2 -sys node02
# hagrp -online sg3 -sys node01
# hagrp -online sg4 -sys node02

2 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、2 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムのアップグレードを実行
できます。詳しくは、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
オペレーティングシステムのアップグレードを実行する前に、VCS、VXFEN、GAB、LLT
を必ず無効にしてください。
VCS、VXFEN、GAB、LLT を無効にするには

1

2 番目のサブクラスタで、再ブート後に起動しないように VCS を無効にします。vcs
ファイル内の /etc/default を編集します。vcs ファイルをエディタで開いて、
VCS_START=1 という行を VCS_START=0 に変更します。ファイルを保存して閉じ
ます。

2

2 番目のサブクラスタで、再ブート後に起動しないように VXFEN を無効にします。
vxfen ファイル内の /etc/default を編集します。vxfen ファイルをエディタで開
いて、VXFEN_START=1 という行を VXFEN_START=0 に変更します。ファイルを
保存して閉じます。

3

2 番目のサブクラスタで、再ブート後に起動しないように GAB を無効にします。gab
ファイル内の /etc/default を編集します。gab ファイルをエディタで開いて、
GAB_START=1 という行を GAB_START=0 に変更します。ファイルを保存して閉
じます。
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4

2 番目のサブクラスタで、再ブート後に起動しないように LLT を無効にします。llt
ファイル内の /etc/default を編集します。llt ファイルをエディタで開いて、
LLT_START=1 という行を LLT_START=0 に変更します。ファイルを保存して閉じ
ます。

5

セキュアモードを使用するクラスタのために、パスワードなしの SSH 接続を作成しま
す。接続は、インストーラを実行する予定のノードから、すでにアップグレードしたノー
ドの 1 つに対して作成します。
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2 番目のサブクラスタのアップグレード
次の手順を実行して、2 番目のサブクラスタ（node03 と node04）をアップグレードします。
インストーラを開始して、2 番目のサブクラスタをアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログオンし、製品ディスクをマウントしていることを確認しま
す。

2

installvcs を含むフォルダに移動します。
# cd cluster_server

3

node03 と node04 で VCS が停止していることを確認します。installvcs プログラム
を開始し、2 番目のサブクラスタのノード（node3 と node4）を指定します。
# ./installvcs node3 node4

プログラムの起動とともに著作権情報が表示され、ログを作成するディレクトリが指定
されます。

4

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意する場合は、y を入力します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the cluster_server/EULA/<lang>/EULA_VCS_Ux_6.0.pdf
file present on media? [y,n,q,?] y
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5

使用可能なインストールオプションを確認します。
p.411 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
1.

製品の基本機能を提供する必要最小限の VCS パッケージのみをインストールします。

2.

製品のすべて機能を提供する推奨 VCS パッケージ をインストールします。このオプ
ションでは、オプションの VCS パッケージはインストールされません。
このオプションがデフォルトです。

3.

すべての VCS パッケージをインストールする。
オプションの VCS 機能を設定するには、このオプションを選択する必要があります。

4.

オプションごとに VCS パッケージを表示する。
この例では、すべてのパッケージを表す 3 を選択します。
Select the Packages to be installed on all systems?[1-4,q,?](2) 3

6

インストーラは、一連のチェックおよびテストを行って、通信、ライセンス、互換性を確
認します。

7

メッセージが表示されたら、y を入力してアップグレードを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

8

メッセージが表示されたら、y を入力して VCS プロセスを停止します。
Do you want to stop VCS processes? [y,n,q] (y)

9

アップグレードが完了するまで、インストールプログラムに注意して適宜質問に回答
します。

段階的アップグレードの終了
次の手順を実行してアップグレードを完了します。
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アップグレードを終了するには

1

クラスタ UUID が 2 番目のサブクラスタと 1 番目のサブクラスタのノードで同じになっ
ていることを確認します。次のコマンドを実行してクラスタの UUID を表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl
-clus -display node1 [node2 ...]

クラスタ UUID が異なっている場合は、1 番目のサブクラスタのノードから、2 番目の
サブクラスタのノードにクラスタ UUID を手動でコピーします。次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus
-copy -from_sys node01 -to_sys node03 node04

2

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、node03 と node04 でこの手順を
実行します。2 番目のサブクラスタのノードを再起動する前に、任意のエディタを使っ
て、次のように有効な状態に戻します。
■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を disabled から scsi3 に

変更します。vxfenmode ファイルの行は次のようになります。
vxfen_mode=scsi3

3

2 番目のサブクラスタの node03 と node04 を再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0

2 番目のサブクラスタのノードは、1 番目のサブクラスタのノードと結合します。

4

Solaris 10 を使うノードでは、クラスタの前半の VCS を起動します。
# svcadm enable system/vcs

5

VCS およびそのコンポーネントが起動しているかどうかを調べます。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
nxxxnn membership 0123
Port b gen
nxxxnn membership 0123
Port h gen
nxxxnn membership 0123

283

284

第 21 章 段階的なアップグレードの実行
段階的なアップグレードの実行

6

hastatus -sum コマンドを実行して、ノード、サービスグループ、クラスタの状態を

判断します。
# hastatus -sum

7

-- SYSTEM STATE
-- System

State

Frozen

A
A
A
A

node01
node02
node03
node04

RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING

0
0
0
0

--B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
sg1
node01
sg1
node02
sg1
node03
sg1
node04
sg2
node01
sg2
node02
sg2
node03
sg2
node04
sg3
node01
sg3
node02
sg3
node03
sg3
node04
sg4
node01
sg4
node02
sg4
node03
sg4
node04

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

State
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE

アップグレードが完了したら、VxVM ボリュームを（ディスクグループごとに）開始し、
VxFS ファイルシステムをマウントします。

この例では、VCS の段階的アップグレードを実行しました。サービスグループは、node03
と node04 でオフラインにしたときから、VCS が node01 と node02 でオンラインにしたと
きまでダウンしていました。
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メモ: Veritas Cluster Server（VCS）または Storage Foundation High Availability
（SFHA）を使用しているコーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）を 6.0 にアッ
プグレードする場合には、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン 6.0 にアップグ
レードしてあることを確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS または
SFHA をアップグレードしてください。VCS または SFHA をアップグレードする手順につ
いては、VCS または SFHA のインストールガイドを参照してください。

285

286

第 21 章 段階的なアップグレードの実行
段階的なアップグレードの実行

22
応答ファイルを使用した VCS
自動アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のアップグレード

■

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数

■

VCS をアップグレードするための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った VCS のアップグレード
一般に、あるシステムで VCS のアップグレードを実行した後にインストーラが生成する応
答ファイルは、他のシステムで VCS をアップグレードするために使えます。インストーラの
makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
VCS の自動アップグレードを実行するには

1

VCS をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていることを確認
します。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

VCS をアップグレードするシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.289 の 「VCS をアップグレード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。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.288 の 「VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参照してくださ
い。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからアップグレードを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installvcs -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数
表 22-1 は、VCS をアップグレードするために定義できる応答ファイルの変数を示してい
ます。
表 22-1

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{upgrade}

スカラー

VCS パッケージをアップグレードしま
す。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

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

CFG{systems}

リスト

製品がアップグレードされるシステムの
リスト。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

アップグレードする製品を定義します。
値は、VCS の場合は VCS60 です。
（オプション）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

単一ノードクラスタを設定したときに
LLT と GAB を起動するかどうかを示し
ます。値は 0（起動しない）または 1（起
動する）のいずれかです。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

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

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

製品パッケージを保管する場所（通常
NFS マウント）を定義します。そこから、
すべてのリモートシステムが製品パッ
ケージをインストールできます。対象の
すべてのシステムからアクセスできる
場所である必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

インストール中に必要な一時ファイル
やパッケージを保管する作業ディレク
トリの作成場所を定義します。デフォル
トの場所は /var/tmp です。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

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

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
CFG{opt}{rsh}

スカラー

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

VCS をアップグレード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定義を見直します。
p.288 の 「VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
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#
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw( galaxy nebula) ];
1;

23
ローリングアップグレードの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ローリングアップグレードについて

■

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行

■

Web ベースのインストーラを使った VCS のローリングアップグレードの実行

ローリングアップグレードについて
ローリングアップグレードにより、高可用性クラスタのダウンタイムが、サービスグループ
フェールオーバーの実行に要する時間にまで最小化されます。ローリングアップグレード
には、インストーラがカーネルパッケージをアップグレードする段階 1 と、VCS および VCS
エージェントパッケージをアップグレードする段階 2 の 2 つの主要な段階があります。
メモ: ローリングアップグレードは、完全に設定されたクラスタで実行する必要があります。
次に、ローリングアップグレードのフローの概要を示します。
1.

インストーラにより、クラスタのプレチェックが実行されます。

2.

必要に応じて、アップグレードの段階 1 を実行するために、サービスグループを移動し
てノードを解放します。最初の段階では、アプリケーションのダウンタイムが発生します。
これは、インストーラが段階 1 を実行するためにサービスグループを移動してノードを
解放するためです。発生するダウンタイムは、サービスグループのフェールオーバーを
行う標準的な時間だけです。
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3.

インストーラにより、クラスタのすべてのノードでアップグレードの段階 2 が実行されま
す。アップグレードの段階 2 には、Veritas Cluster Server（VCS）エンジン HAD のダ
ウンタイムは含まれますが、アプリケーションのダウンタイムは含まれません。

図 23-1 に、2 つのノードクラスタにある 3つのサービスグループのローリングアップグレー
ドを実行しているインストーラの例を示します。
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図 23-1

ローリングアップグレードを実行しているインストーラの例

SG1

SG2

SG3

SG3

ノード A
ノード B
ローリングアップグレー
ド前のクラスタの実行
SG1

SG3
ノード A

SG2

SG3
ノード B

SG1 SG2

SG3

ノード A

SG1 SG2
ノードは
アップグ
レード

ノード B

段階 1 がノード B で開始、 ノード A で実行中の
SG2 フェールオーバー、 サービスグループ、ノー
ド B はアップグレード
SG3 がノード B で停止
SG1 SG2

SG3

SG3

ノード A
ノード B
段階 1 がノード A で開始、
SG1 と SG2 フェール
オーバー、SG3 がノード A
で停止
SG1 SG2

SG3

ノードは
アップグ
レード

ノード A
ノード B
段階 2、すべての残りのパッ
ケージすべてのノードでアップグ
レード並行処理、HAD が停止
して開始

SG3

ノード A

ノード B

段階 1 がノード
Bで完了

SG1 SG2

SG3

ノード A
ノード B
ノード B
で実行中のサービスグ
ループ、ノード A
はアップグレード

SG3

SG3

SG1 SG2

SG3
ノード A

SG3
ノード B

段階 1 がノード
Aで完了

要点:
SG1: フェールオーバーサービスグループ
SG2: フェールオーバーサービスグループ
SG3: パラレルサービスグループ
段階 1:
カーネルパッケージのアップグレード
段階 2: VCS と VCS
のアップグレードエージェントパッケージ

次の仕様上の制限がローリングアップグレードに適用されます。
■

ローリングアップグレードは段階的アップグレードと互換性がありません。

■

ローリングアップグレードと段階的アップグレードを組み合わせて実行しないでくださ
い。
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■

ローリングアップグレードは、バージョン 5.1 以降で実行できます。

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行
アプリケーションダウンタイムを最小限に抑えながら、Veritas Cluster Server を最新のリ
リースにアップグレードするには、ローリングアップグレードを使用します。

ローリングアップグレードの実行スクリプトベースのインストーラを使った
ローリングアップグレードを開始する前に、Veritas Cluster Server（VCS）を実行してい
ることを確認してください。
ローリングアップグレードを実行するには

1

最初のサブクラスタで予備手順を完了します。

2

スーパーユーザーとしてログインし、VCS VCS 6.0 インストールメディアをマウントし
ます。

3

ルートから、インストーラを開始します。
# ./installer

4

メニューで、［G）製品のアップグレード（G) Upgrade a product;）］を選択して、［2）
ローリングアップグレード（2) Rolling Upgrade;)］を選択します。

5

システム通信、リリース互換性、バージョン情報が確認され、クラスタの名前、ID、ノー
ドの一覧が表示されます。y を入力して続行します。

6

実行中のサービスグループのインベントリが作成され、ローリングアップグレードの段
階 1 にアップグレードするノード（複数可）が決定されます。y を入力して続行しま
す。ノードの指定を選択する場合、n と、ノードの名前を入力します。

7

クラスタのノードでさらに事前確認が実行されます。警告が表示されることがありま
す。y と入力して続行するか、インストーラを終了して事前確認の警告に対応します。

8

EULA を確認し、条件を受け入れたら、y と入力します。

9

該当するプロセスを停止するように、メッセージが表示されます。y を入力して続行
します。
フェールオーバーサービスグループは、今回はアップグレードを行わないノードに
フェールオーバーされます。サービスグループのフェールオーバーに要する時間
を、ダウンタイムといいます。アップグレードするノードにあるパラレルサービスグルー
プが停止されます。
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10 関連プロセスが停止され、旧カーネルパッケージがアンインストールされて、新しい
パッケージがインストールされます。アップグレード用の設定が行われ、プロセスが
再開されます。
一部のプロセスを開始できなかった場合は、ノードを再ブートし、クラスタ状態の手
動による確認が必要な場合があります。

11 まだアップグレードしていないノードの予備手順を完了します。
12 残りのノードで、アップグレード段階 1 が開始されます。ローリングアップグレードを
続行する場合は、y と入力します。
インストーラがノードを再ブートしたら、インストーラを再起動します。
インストーラは、手順 6 から手順 10 を繰り返します。
多数のノードが存在するクラスタでは、このプロセスが数回繰り返されることがありま
す。サービスグループが停止状態になり、オンライン化されてアップグレードが行わ
れます。

13 ローリングアップグレードの段階 1 が完了したら、アップグレードの段階 2 を開始し
ます。アップグレード段階 2 には、VCS エンジン（HAD）用の休止時間が必要です
（アプリケーションの停止はありません）。y を入力して続行します。
ブートディスクがカプセル化されている場合、段階 1 の完了時にノードを再ブートす
る必要があります。

14 アップグレードする残りのパッケージが確認されます。Enter キーを押して続行しま
す。

15 Veritas Cluster Server（VCS）プロセスが停止されます。y を入力して続行します。
事前確認が実行され、旧パッケージがアンインストールされて、新しいパッケージが
インストールされます。インストール後のタスクと、アップグレード用の設定が行われ
ます。

16 今後のインストールの改善に役立つようにシマンテック社に協力するかどうかについ
て、y または n を入力します。

17 インターネットにネットワーク接続されている場合、更新の有無が確認されます。
更新が検出された場合は、すぐに適用できます。

18 アプリケーション をアップグレードします。
19 CP（コーディネーションポイント）サーバー上の VCS または SFHA（Storage
Foundation High Availability）をバージョン 6.0 にアップグレードするには、すべ
てのアプリケーションクラスタを 6.0 にアップグレードします。その後、CP サーバーシ
ステムで VCS または SFHA をアップグレードしてください。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
適切なインストールガイドを参照してください。
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Web ベースのインストーラを使った VCS のローリング
アップグレードの実行
ここでは、Veritas の Web ベースインストーラを使ってローリングアップグレードを実行す
る手順について説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストー
ルされている製品を検出し、アップグレードします。別の製品にアップグレードする場合
は、追加手順が必要になることがあります。
p.291 の 「ローリングアップグレードについて」 を参照してください。
ローリングアップグレード段階 1 を開始するには

1

最初のサブクラスタで予備手順を完了します。

2

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

3

Web ベースインストーラを開始します。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

4

［タスク］プルダウンメニューで、［G）製品のアップグレード（G) Upgrade a product;）］
を選択して、［2）ローリングアップグレード（2) Rolling Upgrade;)］を選択します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックして続行します。

5

システムを見直し、インストーラがローリングアップグレードの開始を選択したことを確
認します。これらのシステムはアップグレード中のダウンタイムを最小化するために
選択されます。
［はい（Yes）］をクリックして続行します。
システムの検証が行われます。エラーが表示された場合は、エラーに対処してから
インストーラに戻ります。

6

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認します。続行するには、［はい、
同意します（Yes I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

すべてのプロセスが停止されます。［次へ（Next）］をクリックして続行します。

8

古いソフトウェアが削除されてから、選択したシステム上のソフトウェアがアップグレー
ドされます。出力の確認を求める画面で、出力を確認してから［次へ（Next）］ボタン
をクリックします。すべての関連プロセスが開始され、すべてのサービスグループが
オンラインになります。
インストーラがノードを再ブートしたら、インストーラを再起動します。

9

まだアップグレードしていないノードの予備手順を完了します。
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10 メッセージが表示された場合は、まだアップグレードしていないノードで手順 4 から
手順 8 を実行します。

11 メッセージが表示されたら、段階 2 を開始します。［はい（Yes）］をクリックしてローリ
ングアップグレードを継続します。
段階 2 を実行するためには、Web ベースのインストーラを再起動することが必要な
場合もあります。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。
非カーネルコンポーネントをアップグレードするには - 段階 2

1

［タスク（Task）］プルダウンメニューで、［ローリングアップグレード（Rolling Upgrade）］
が選択されていることを確認します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックして続行します。

2

インストーラはクラスタの情報とローリングアップグレードの状態を検出します。
システムが検証され、プロセスが停止します。エラーが表示された場合は、エラーに
対処してからインストーラに戻ります。

3

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認します。続行するには、［はい、
同意します（Yes I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

システムの検証が行われます。エラーが表示された場合は、エラーに対処してから
インストーラに戻ります。［次へ（Next）］をクリックして続行します。

5

すべてのプロセスが停止されます。［次へ（Next）］をクリックして続行します。

6

古いソフトウェアが削除されてから、選択したシステム上のソフトウェアがアップグレー
ドされます。出力の確認を求める画面で、出力を確認してから［次へ（Next）］ボタン
をクリックします。すべての関連プロセスが開始され、すべてのサービスグループが
オンラインになります。

7

インターネットにネットワーク接続されている場合、更新の有無が確認されます。
更新が検出された場合は、すぐに適用できます。

8

アプリケーション をアップグレードします。

アップグレードは完了です。
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24
Live Upgrade を使ったアッ
プグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Live Upgrade について

■

Live Upgrade のサポート対象アップグレードパス

■

Solaris Live Upgrade を使って VCS をアップグレードする前に

■

Live Upgrade を使った VCS と Solaris のアップグレード

■

Live Upgrade を使った Solaris のアップグレード

■

Live Upgrade を使った VCS のアップグレード

■

ブート環境の管理

Live Upgrade について
Live Upgrade を使うと、次の種類のアップグレードを実行できます。
■

オペレーティングシステムと VCS をアップグレードします。
p.305 の 「Live Upgrade を使った VCS と Solaris のアップグレード」 を参照してくだ
さい。

■

オペレーティングシステムをアップグレードします。
p.312 の 「Live Upgrade を使った Solaris のアップグレード」 を参照してください。

■

VCS をアップグレードします。
p.314 の 「Live Upgrade を使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

図 24-1 は Veritas 製品 5.1 SP1 から 6.0 にアップグレードする例と、オペレーティング
システムを Solaris 9 から Solaris 10 にアップグレードする例を示します。
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図 24-1
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サーバーの再起動

一部のサービスグループ（フェールオーバーとパラレル）はこのクラスタ内でオンラインの
場合があり、Live Upgrade 処理に影響されません。経験される唯一のダウンタイムはサー
バーが代替ブートディスクにブートするために再ブートされるときです。

Live Upgrade の場合の Veritas Cluster Server の例外
I/O フェンシング、Veritas File System または Veritas Volume Manager が設定され
ている場合は、『Storage Foundation and High Availability インストールガイド』の Live
Upgrade の手順に従ってください。

Live Upgrade のサポート対象アップグレードパス
Live Upgrade を使う予定のシステムは Solaris 9 か Solaris 10 を実行する必要がありま
す。Solaris 9 を実行するシステムからアップグレードできますが、VCS 6.0 は Solaris 9
でサポートされません。
Solaris 10 の場合は、シマンテック社製品インストーラを使ってグローバルゾーンの
Storage Foundation 製品をアップグレードする前に、すべての非グローバルゾーンが
ブートされて実行状態になっていることを確認します。非グローバルゾーンがマウントされ
ていなくて、アップグレードのときに動作していない場合、各非グローバルゾーンの各パッ
ケージを手動でアップグレードする必要があります。
Live Upgrade では、代替ルート環境にもゾーンがある場合、VRTSodm をインストールで
きません。最初に VRTSodm パッケージを削除してから、Storage Foundation 製品をイン
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ストールする必要があります。代替ルートを再ブートした後に、VRTSodm をインストールで
きます。
VCS のバージョンは 5.0 MP3 以上である必要があります。
シマンテック社は、グローバルゾーンと非グローバルゾーンの両方で同じバージョンの
Veritas 製品を実行することを要求します。
メモ: 非グローバルゾーンが設定されているシステムで Live Upgrade を使う場合は、Live
Upgrade を開始する前にすべてのゾーンが installed 状態になっていることを確認し
てください。
Live Upgrade は次の仮想化環境で使うことができます。
表 24-1

仮想化環境での Live Upgrade のサポート

環境

手順

Solaris ネーティブゾーン

Live Upgrade を実行してグローバルゾーンとローカ
ルゾーンの両方をアップグレードします。
p.305 の 「Live Upgrade を使った VCS と Solaris の
アップグレード」 を参照してください。

Solaris ブランドゾーン（BrandZ）

Live Upgrade を実行してグローバルゾーンをアップ
グレードします。
p.305 の 「Live Upgrade を使った VCS と Solaris の
アップグレード」 を参照してください。
VCS6.0 はブランドゾーンをサポートしません。アプリ
ケーションが VCS によって管理される必要がある場合
は Solaris 8 か Solaris 9 ブランドゾーンで実行する
アプリケーションを Solaris 10 の非グローバルゾーン
に移行する必要があります。

Oracle VM Server for SPARC

制御ドメインでのみ Live Upgrade を実行します。
ゲストドメインでのみ Live Upgrade を実行します。
両方のタイプの論理ドメインで、Live Upgrade の標準
手順を実行します。
p.305 の 「Live Upgrade を使った VCS と Solaris の
アップグレード」 を参照してください。
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Solaris Live Upgrade を使って VCS をアップグレードす
る前に
アップグレードする前に、次の手順を実行します。
Live Upgrade を準備するには

1

VCS のインストールメディアとオペレーティングシステムのインストールイメージが利
用できる状態で手もとにあることを確認します。

2

アップグレードするノードで、プライマリブートディスクのルートパーティションと少なく
とも同じサイズの代替ブートディスクを選択します。
プライマリブートディスクがミラー化されている場合、代替ブートディスクのミラーを切
り離す必要があります。

3

Live Upgrade を実行する前に、非ルートファイルシステムを含むサービスをオフラ
インにしてください。これはファイルシステムが代替ブート環境にコピーされることを
防ぎ、ルートファイルシステムが領域を使い果たす潜在的可能性をなくします。

4

プライマリブートディスクで、Live Upgrade パッチをオペレーティングシステムに適
用します。パッチ 137477-01 が必要です。このパッチがインストールされたことを検
証してください。

5

Live Upgrade パッケージのバージョンは、代替ブートディスクでアップグレードする
オペレーティングシステムのバージョンと一致する必要があります。Solaris オペレー
ティングシステムをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
■

現在のオペレーティングシステムのバージョン用にインストールされている Live
Upgrade パッケージを削除します。
すべての Solaris バージョン: SUNWluu、SUNWlur パッケージ
Solaris 10 Update 7 以降ではさらに: SUNWlucfg パッケージ
Solaris 10 のゾーンまたはブランドゾーンではさらに: SUNWluzone パッケージ

■

新しい Solaris のインストールイメージから、次の Live Upgrade パッケージの新
しいバージョンをインストールします。
（すべての Solaris バージョン: SUNWluu、SUNWlur と SUNWlucfg パッケー
ジ）
Solaris 10 のゾーンまたはブランドゾーンではさらに: SUNWluzone パッケージ
メモ: ブランドゾーンがあっても Live Upgrade を実行できますが、ブランドゾー
ンを停止する必要があり、ブランドゾーン自体はアップグレードされません。

Solaris のインストールメディアにはこのためのスクリプト（liveupgrade20 という名前）
が付属します。スクリプトを
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/cdrom/solaris_release/Tools/Installers/liveupgrade20 で見つけてください。
スクリプトを使う場合は、次を使用できます。
# /cdrom/solaris_release/Tools/Installers/liveupgrade20 ¥
-nodisplay -noconsole
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6

シマンテック社は、アップグレード用の代替ブートディスクを作成する一連のコマンド
を実行する vxlustart スクリプトを提供します。
コマンドをプレビューするには、vxlustart スクリプトに -V オプションを指定してく
ださい。
コマンドをプレビューして、Live Upgrade プロセスを開始する前に問題がないことを
確認することをお勧めします。
vxlustart スクリプトは、配布メディアのスクリプトディレクトリにあります。
# cd /cdrom/scripts
# ./vxlustart -V -u targetos_version -s osimage_path -d diskname
-V

アップグレード処理中に実行されるコマンドの一覧を表示します。
-V オプションは実行を伴わないプレビューオプションです。-v オプションは、スクリ
プトがコマンドを実行すると同時にそれらを表示します。

-u

代替ブートディスクでのアップグレード用のオペレーティングシステムのバージョンを
指定します。たとえば、Solaris 9 では 5.9、Solaris 10 では 5.10 を使います。

-s

代替ブートディスクにインストールされるオペレーティングシステムのイメージのパス
を示します。オペレーティングシステムをアップグレードする場合は、新しいオペレー
ティングシステムのバージョンのパスを指定します。
オペレーティングシステムをアップグレードしないで -s オプションを指定した場合、
vxlustart -V コマンドは指定のイメージにインストールされたパッチをプライマリ
ブートディスクにインストールされたパッチと比較できます。
オペレーティングシステムをアップグレードしない場合は、-s オプションを省略でき
ます。この場合、プライマリブートディスクからオペレーティングシステムのクローンが
作成されます。

-d

アップグレードする代替ブートディスクの名前を示します。このオプションをスクリプト
に指定しない場合は、ディスク情報を求めるメッセージが表示されます。

-v

コマンドの実行前に詳細表示することを示します。

-Y

質問を尋ねることなく、デフォルトの yes を使用することを指定します。

-D

デバッグ用にデバッグオプションをオンにして印刷します。

-F

ルートディスクのファイルシステムを指定します。デフォルトは ufs です。

-t

アップグレードに含まれる CD の枚数を指定します。

-r

このオプションを使っている代替ディスクをマウントし直す前に、コンピュータがクラッ
シュするか、または再起動するかを指定します。

第 24 章 Live Upgrade を使ったアップグレード
Live Upgrade を使った VCS と Solaris のアップグレード

たとえば、Veritas 製品のみをアップグレードする場合にコマンドをプレビューする
には、次を実行します。
# ./vxlustart -V -u 5.10 -d disk_name

たとえば、Solaris 10 Update 6 にアップグレードするには、次のように指定します。
# ./vxlustart -v -u 5.10 -s /mnt/Solaris_10u6

たとえば、Solaris 10 Update 6 へのアップグレードのコマンドをプレビューするに
は、次のように指定します。
# ./vxlustart -V -u 5.10 -s /mnt/Solaris_10u6

7

プライマリブートディスクにインストールされているパッチが、指定されたイメージに欠
けている場合は、そのパッチ番号を書き留めます。代替ブートディスクがプライマリ
ブートディスクと同じであるようにするには、これらのパッチを代替ブートディスクにイ
ンストールする必要があります。

手順の例では、プライマリまたは現在のブート環境は Disk0（c0t0d0）に存在し、代替ま
たは非アクティブなブート環境は Disk1（c0t1d0）に存在します。

Live Upgrade を使った VCS と Solaris のアップグレード
Live Upgrade を使って VCS をアップグレードするには次の手順があります。
■

Solaris Live Upgrade を使ったアップグレードを準備します。
p.302 の 「Solaris Live Upgrade を使って VCS をアップグレードする前に」 を参照し
てください。

■

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成します。
p.306 の 「代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する」 を参照してください。

■

手動またはインストーラを使用して、代替ブート環境で VCS 6.0 にアップグレードしま
す。
VCS を手動でアップグレードするには、次の手順を参照してください。
■

p.308 の 「VCS の手動アップグレード」 を参照してください。

VCS をインストーラでアップグレードするには、次の手順を参照してください。
■

p.307 の 「Live Upgrade のインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照し
てください。

■

代替ブート環境が新しいプライマリになるように切り替えます。
p.310 の 「Live Upgrade の完了」 を参照してください。

■

VCS の Live Upgrade を検証します。
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p.311 の 「VCS の Live Upgrade の確認」 を参照してください。

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する
代替ブートディスクに新しいブート環境を作成するには、クラスタの各ノードで vxlustart
コマンドを実行します。
メモ: この手順を完了するには、数時間かかる場合があります。ブート環境を不安定な状
態にすることがあるため、セッションを中断しないでください。
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

オペレーティングシステムのアップグレードを選択する場合、代替ブートディスクの
Solaris オペレーティングシステムがアップグレードされます。

■

プライマリブート環境のクローンを作成することによって、新しいブート環境が代替ブー
トディスクに作成されます。

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成するには
クラスタ内の各ノードでこの手順を実行してください。

1

シマンテック製品のインストールメディアに移動します。
# cd /cdrom/scripts

2

新しいブートの環境を作成する VxVM ディスクのリストを表示します。
# vxdisk list
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3

各ノードで、次のいずれかのコマンドを実行します。
オペレーティングシステムを単独でまたは Veritas 製品のアップグレードとともにアッ
プグレードするには、次を指定します。
# ./vxlustart -v -u targetos_version ¥
-s osimage_path -d disk_name

Veritas 製品のみをアップグレードするには、次を指定します。、次を指定します。
# ./vxlustart -v -u 5.10 -d disk_name

p.302 の 「Solaris Live Upgrade を使って VCS をアップグレードする前に」 を参照
してください。 を参照してください。
コマンドオプションの手順を参照してください。
たとえば、Solaris 10 Update 6 にアップグレードするには、次のように指定します。
# ./vxlustart -v -u 5.10 -s /mnt/Solaris_10u6

たとえば、Veritas 製品のみをアップグレードするには、次を指定します。
# ./vxlustart -v -u 5.10

4

出力を確認し、新しいマウントポイントを書き留めてください。システムがアップグレー
ドの完了前に再起動されたり、マウントが解除されたりする場合は、ディスクをマウン
トし直す必要がある場合もあります。
マウントし直す必要がある場合、次のコマンドを実行します。
# vxlustart -r -u targetos_version -d disk_name

5

代替ブートディスクを作成して、マウントした後 /altroot.5.10、代替ブートディスクに
Veritas 製品のインストールに必要なオペレーティングシステムパッチかパッケージ
をインストールします。
# pkgadd -R /altroot.5.10 -d pkg_dir

Live Upgrade のインストーラを使った VCS のアップグレード
VCS をアップグレードするために、Veritas 製品のインストーラを Live Upgrade の一部
として使うことができます。
クラスタ内のすべてのノードにおける VCS をアップグレードするには、クラスタ内にある 1
つのノードの代替ブートディスクでインストーラを実行してください。このプログラムは、プ
ロセス中に代替ブートディスクの VCS の既存のバージョンをアンインストールします。
プロセスの終わりに次の処理が行われます。
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■

VCS 6.0 が代替ブートディスクにインストールされます。

インストーラを使って VCS の Live Upgrade を実行するには

1

VCS 6.0 の製品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフトウェアのコピーにア
クセスします。

2

代替ブートディスクとしてルートパスを指定するインストーラスクリプトを実行します。
# ./installer -upgrade -rootpath /altroot.5.10

p.313 の 「インストーラを使った VCS の削除と再インストール」 を参照してください。

3

VCS 6.0 にアップグレードするノードの名前を入力します。
インストーラは、ノードにインストールされるか、またはアップグレードされるパッケー
ジのリストを表示します。

4

Return キーを押して、インストールを続行します。
Live Upgrade の間に、代替ブートディスクの OS がすでにアップグレードした場合、
インストーラは Oracle、Netlsnr と Sybase のリソースの VCS 設定を更新しません。
クラスタ設定はこれらのリソースを含む場合、クラスタが代替ブートディスクから再起
動した後に設定を手動で更新するために、コマンドのリストを実行することをプロンプ
トで要求されます。

5

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.0 であることを確認し
ます。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSpkgname

次に例を示します。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSvcs
/altroot.5.10/opt/VRTS/install/logs でインストールログを確認してくださ

い。

VCS の手動アップグレード
Live Upgrade を使って VCS の手動アップグレードを実行できます。各ノードで、適切な
VCS パッケージを削除し、インストールします。
プロセスの終わりに次の処理が行われます。
■

VCS 6.0 が代替ブートディスクにインストールされます。

VCS の Live Upgrade を手動で実行するには

1

vxlustart スクリプトがセカンダリ（代替）ディスクを /altroot.5.10 にマウントしたこと
を確認します。
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# mount

または
# df -k

2

代替ブートディスクの VCS のパッケージを次の順に削除します。
# pkgrm

-R

/altroot.5.10 ¥

VRTScmcc VRTScmcs VRTScssim VRTScscm ¥
VRTSvcsmn VRTSacclib VRTSweb VRTScscw ¥
VRTSjre15 VRTSvcsag VRTSvcsmg VRTSvcs ¥
VRTSvxfen VRTSgab VRTSllt VRTSspt VRTSat ¥
VRTSpbx VRTSicsco VRTSvlic VRTSperl
-R オプションはルートパス /altroot.5.10 からパッケージを削除します。

パッケージリストはリリースごとに異なります。

3

pkgadd コマンドを使って、VCS パッケージを次の順に一度に 1 つずつ代替ブート

ディスクにインストールします。このパッケージリストは一例であること注意してくださ
い。完全なパッケージリストはリリースや製品オプションごとに異なります。
VRTSvlic.pkg VRTSperl.pkg VRTSspt.pkg VRTSat.pkg
VRTSllt.pkg VRTSgab.pkg VRTSvxfen.pkg VRTSamf.pkg
VRTSvcs.pkg VRTScps.pkg VRTSvcsag.pkg VRTSvcsea.pkg

次に例を示します。
# pkgadd -R /altroot.5.10 -d package_name.pkg

ここで package_name.pkg をパッケージの名前（例: VRTSvcs.pkg）に置き換えま
す。
# pkgadd -R /altroot.5.10 -d VRTSvcs.pkg

4

/media ディレクトリで、各プラットフォームのパッチのリストを表示します。次を入力し

ます。
# ./installer -listpatches

5

各パッチの tarファイルを圧縮解除して抽出します。
# gunzip patch_name.tar.gz
# tar vxf patch_name.tar

patch_name は、手順 4 で一覧表示されたパッチの名前です。
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次に例を示します。
# gunzip 143282-01.tar.gz
# tar vxf 143282-01.tar

パッチごとにこの手順を繰り返します。

6

patchadd コマンドを使って、代替ブートディスクにパッチをインストールします。
# patchadd -R /altroot.5.10 patch_name

次に例を示します。
# patchadd -R /altroot.5.10 143282-01

7

代替ブートディスクのパッケージのバージョンが 6.0 であることを確認します。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSvcs

8

ルートパスのインストール環境変数をエクスポートする次のコマンドを実行します。
# export INSTALL_ROOT_PATH=/altroot.5.10

9

クラスタのいずれかのノードの代替ルートパスで次のコマンドを実行し、VCS クラスタ
の UUID を設定します。
# /altroot.5.10/opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure ¥
-use_llthost
-use_llthost オプションは、クラスタ内のノードの名前を判断するために
/etc/llthost ファイルが使われることを示します。また、ファイル名の代わりにノー

ド名を指定することもできます。

10 汎用一意識別子を作成したことを確認します。
# /altroot.5.10/opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -display ¥
-use_llthost

Live Upgrade の完了
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

代替ブート環境がアクティブになります。

■

システムは代替ブートディスクからブートされます。
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Live Upgrade を完了するには

1

Live Upgrade プロセスを完了します。クラスタ内のすべてのノードで次のコマンドを
入力します。
# ./vcslufinish -u target_os_version
Live Upgrade finish on the Solaris release <5.10>

2

Live Upgrade が正常に完了する前にシステムがクラッシュまたは再起動した場合
は、次のコマンドを使って代替ディスクを再マウントできます。
# ./vxlustart -r -u target_os_version

次に、手順 1 から vcslufinish コマンドを再実行します。
# ./vcslufinish -u target_os_version

3

メモ: システムを再起動するときに reboot、halt、uadmin コマンドを使わないでく
ださい。代替ブート環境を使ってシステムをブートできるようにするには、init また
は shutdown コマンドを使います。
次のエラーが表示された場合、無視してかまいません: ERROR: boot environment
<dest.13445> already mounted on </altroot.5.10>.
# shutdown -g0 -y -i6

4

VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムをこのバージョンにアップグ
レードする場合は、すべてのアプリケーションクラスタをこのバージョンにアップグレー
ドしたことを確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS または SFHA
をアップグレードしてください。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
VCS または SFHA のインストールガイドを参照してください。

VCS の Live Upgrade の確認
Live Upgrade が正常に完了したことを確認するには、すべてのノードが代替ブート環境
からブートされ、クラスタに参加したことを確認します。
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Live Upgrade が正常に完了したことを確認するには

1

代替ブート環境がアクティブであることを確認します。
# lustatus

代替ブート環境がアクティブではない場合、プライマリブート環境に復帰できます。
p.315 の 「プライマリブート環境への復帰」 を参照してください。

2

GAB ポート a と h が起動していることを確認します。
# gabconfig -a
Port a gen
Port h gen

39d901 membership 01
39d909 membership 01

3

新しいブート環境が正しく設定されていることを確認するには、必要に応じて他の確
認も行います。たとえば、/etc/release ファイルのバージョンを確認し、VRTSdbac
のバージョンを確認します。

4

ゾーン環境で、ゾーン設定を確認します。

Live Upgrade を使った Solaris のアップグレード
Solaris のみをアップグレードする場合は、プライマリの VCS のバージョンが 6.0 である
場合でも、Live Upgrade を完了する前に代替ブート環境から VCS を削除し、再インス
トールする必要があります。VCS には Solaris オペレーティングシステムのバージョンに
固有のカーネルコンポーネントがあるため、削除してから再インストールする必要がありま
す。正しいバージョンの VCS パッケージをインストールする必要があります。
Live Upgrade を使って Solaris をアップグレードするには、次の手順に従います。
■

Solaris Live Upgrade を使用してアップグレードを準備する
p.302 の 「Solaris Live Upgrade を使って VCS をアップグレードする前に」 を参照し
てください。

■

代替ブートディスクでの新しいブート環境の作成
p.306 の 「代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する」 を参照してください。

■

次の方法のいずれかを使って、代替ブート環境の VCS 6.0 を削除し、再インストール
する
手動手順を使用する
p.308 の 「VCS の手動アップグレード」 を参照してください。
インストーラを使う
p.313 の 「インストーラを使った VCS の削除と再インストール」 を参照してください。
メモ: VCS 6.0 は設定しないでください
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■

代替ブート環境が新しいプライマリになるように切り替える
p.310 の 「Live Upgrade の完了」 を参照してください。

■

VCS の Live Upgrade を確認する
p.311 の 「VCS の Live Upgrade の確認」 を参照してください。

インストーラを使った VCS の削除と再インストール
VCS には Solaris オペレーティングシステムのバージョンに固有のカーネルコンポーネ
ントがあります。Solaris Live Upgrade を使って Solaris オペレーティングシステムをアッ
プグレードする場合は、正しいバージョンの VCS コンポーネントがインストールされてい
ることを確認するために次の手順を完了する必要があります。
クラスタのノードで、代替ブートディスク上のインストーラを実行してクラスタのすべてのノー
ド上の VCS 6.0 を削除し、再インストールします。
プロセスの終わりに次の処理が行われます。
■

VCS 6.0 が新しいオペレーティングシステムのバージョンに適したバイナリと共に代替
ブートディスクにインストールされます。

インストーラを使って VCS を削除して再インストールするには

1

インストーラスクリプトを使ってアンインストールし、次のようにルートパスとして代替
ブートディスクを指定します。
# /opt/VRTS/install/uninstallvcs -rootpath altrootpath

次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/uninstallvcs -rootpath /altroot.5.10

2

アンインストールするノードの名前を入力します。
インストーラはアンインストールされるパッケージのリストを表示します。

3

Return キーを押して続行します。

4

製品ディスクを挿入し、次のコマンドを実行します。
# ./installvcs -install -rootpath altrootpath

次に例を示します。
# cd /cdrom/cluster_server
# ./installvcs -install -rootpath /altroot.5.10

インストーラはインストールされるパッケージのリストを表示します。
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5

[戻る（Return）] を押して続行します。

6

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.0 であることを確認し
ます。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSpkgname

次に例を示します。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSvcs
/altroot.5.10/opt/VRTS/install/log でインストールログを確認してください。

Live Upgrade を使った VCS のアップグレード
Live Upgrade は手動で実行するか、またはインストーラを使います。すべてのノードが
VCS 6.0 にアップグレードされるまでクラスタは形成されません。最後のノードで Live
Upgrade を終えたら、代替ブート環境からすべてのノードをブートしてクラスタに参加さ
せる必要があります。
Live Upgrade を使って VCS をアップグレードするには次の手順があります。
■

Solaris Live Upgrade を使ったアップグレードを準備します。
p.302 の 「Solaris Live Upgrade を使って VCS をアップグレードする前に」 を参照し
てください。

■

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成します。
p.306 の 「代替ブートディスクに新しいブート環境を作成する」 を参照してください。

■

手動またはインストーラを使用して、代替ブート環境で VCS 6.0 にアップグレードしま
す。次のいずれかを参照してください。
手動で VCS をアップグレードするには
■

p.308 の 「VCS の手動アップグレード」 を参照してください。

VCS をインストーラを使ってアップグレードするには
■

p.307 の 「Live Upgrade のインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照し
てください。

■

代替ブート環境が新しいプライマリになるように切り替えます。
p.310 の 「Live Upgrade の完了」 を参照してください。

■

VCS の Live Upgrade を検証します。
p.311 の 「VCS の Live Upgrade の確認」 を参照してください。
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ブート環境の管理
ブート環境に関連する管理タスクを実行するには、次の手順を使います。

プライマリブート環境への復帰
代替ブート環境の起動に失敗した場合は、プライマリブート環境に復帰できます。
各ノードで、PROM 監視モードのプライマリブート環境からシステムを起動します。
ok> setenv boot-device disk_0
ok> boot

この手順を実行しないと、再ブート後に代替ブート環境からオペレーティングシステムが
ブートする可能性があります。
vcslufinish スクリプトを実行すると、プライマリブート環境に復帰する方法が表示され

ます。次に、出力例を示します。
Notes:
******************************************************************
In case of a failure while booting to the target BE, the following
process needs to be followed to fallback to the currently working
boot environment:
1. Enter the PROM monitor (ok prompt).
2. Change the boot device back to the original boot environment
by typing:
setenv boot-device /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a
3. Boot to the original boot environment by typing:
boot
*******************************************************************

Solaris SPARC のブート環境の切り替え
vxlustart および vcslufinish スクリプトを使って Live Upgrade を処理する場合は、

ブート環境を切り替えるときに次の手順を実行する必要がありません。手動で Live
Upgrade を実行するときは、次の手順を実行する必要があります。
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ブート環境を切り替えるには

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# lustatus
Boot Environment
Name
---------------source.2657
dest.2657

Is
Complete
-------yes
yes

Active
Now
-----yes
no

Active
On Reboot
--------yes
no

Can
Delete
-----no
yes

Copy
Status
------

この例では、プライマリブートディスク（source.2657）がアクティブです。代替ブート
ディスク（dest.2657）をアクティブ化する場合もあります。

2

代替ルートディスク（dest.2657）にマウントされているファイルシステムをマウント解
除します。
# lufslist dest.2657
boot environment name: dest.2657
Filesystem
----------------/dev/dsk/c0t0d0s1
/dev/dsk/c0t0d0s0
/dev/dsk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c0t0d0s3

fstype device size
------ -----------swap
4298342400
ufs
15729328128
ufs
8591474688
ufs
5371625472

Mounted on
---------/
/var
/vxfs

Mount Options
-------------

# luumount dest.2657

3

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# luactivate dest.2657

4

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

アクティブ化されたブート環境エントリが自動的に選択されます。

Solaris x86-64 のブート環境の切り替え
vxlustart および vcslufinish スクリプトを使って Live Upgrade を処理する場合は、

ブート環境を切り替えるときに次の手順を実行する必要がありません。手動で Live
Upgrade を実行するときは、次の手順を実行する必要があります。
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ブート環境を切り替えるには

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# lustatus
Boot Environment
Name
---------------source.2657
dest.2657

Is
Complete
-------yes
yes

Active
Now
-----yes
no

Active
On Reboot
--------yes
no

Can
Delete
-----no
yes

Copy
Status
------

この例では、プライマリブートディスク（source.2657）がアクティブです。代替ブート
ディスク（dest.2657）をアクティブ化する場合もあります。

2

代替ルートディスク（dest.2657）にマウントされているファイルシステムをマウント解
除します。
# lufslist dest.2657
boot environment name: dest.2657
Filesystem
----------------/dev/dsk/c0t0d0s1
/dev/dsk/c0t0d0s0
/dev/dsk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c0t0d0s3

fstype device size
------ -----------swap
4298342400
ufs
15729328128
ufs
8591474688
ufs
5371625472

Mounted on
---------/
/var
/vxfs

Mount Options
--------------

# luumount dest.2657

3

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# luactivate dest.2657

4

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

システムが起動すると、GRUB メニューに次のような Live Upgrade ブート環境のエ
ントリが表示されます。
source.2657
dest.2657

アクティブ化されたブート環境エントリが自動的に選択されます。
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25
Solaris オペレーティングシ
ステムのアップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Solaris バージョンのアップグレード

■

ノードでの Solaris のアップグレード

Solaris バージョンのアップグレード
オペレーティングシステムのアップグレードは、完了までに時間がかかることがあります。
一般にアップグレード時には、一度に 1 つのノードしかアップグレードできません。システ
ム管理者と調整して、各システムの休止時間に関する計画を立てます。アップグレードす
るノードが停止中に、サービスグループを実行中のノードに移動することを事前に計画し
ます。事前に計画することによって休止時間が削減され、顧客のサービスの可用性が確
保されます。
オペレーティングシステムをアップグレードするときには、GAB、LLT、フェンシングのパッ
ケージとパッチを削除してから、オペレーティングシステムをアップグレードする必要があ
ります。オペレーティングシステムをアップグレードしたあとに、フェンシング、GAB、LLT
を再インストールします。
メモ: インストールを開始する前に、VCS ソフトウェアが収録された Symantec ソフトウェア
ディスクが手元にあることを確認してください。
クラスタ内の Solaris バージョンを完全にアップグレードするには、クラスタ内の各ノード
でオペレーティングシステムをアップグレードする必要があります。
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ノードでの Solaris のアップグレード
Solaris オペレーティングシステムをアップグレードするときに実行する必要のあるタスク
は、次のとおりです。
■

VCS の停止

■

フェンシング、GAB、LLT の停止とカーネルモジュールからのアンロード

■

パッケージとパッチの削除

■

Solaris オペレーティングシステムのアップグレード

■

ソフトウェアディスクからのフェンシング、GAB、LLT の再インストール

■

VCS の再起動

VCS を停止するには

1

VCS の設定を読み書き両用にします。1 番目のシステムで、次のように入力します。
# haconf -makerw

2

すべてのサービスグループを、アップグレードする予定のノードから別のシステムに
移動します。サービスがこのサーバーにフェールオーバーしないようにします。アッ
プグレードする予定のシステムで、次のように入力します。
# hasys -freeze -persistent -evacuate upgrade_server

3

すべてのサービスグループとリソースがこのシステムではオフラインであり、他のシス
テムではオンラインであることを確認します。次のように入力します。
# hastatus -summary
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4

アップグレードする予定のシステムで設定を閉じて、VCS サービスをアンロードしま
す。アップグレードする予定のシステムで、次のように入力します。
# haconf -dump -makero
# hastop -local

5

VCS が停止したことを確認します。アップグレード中のシステムで、次のように入力
します。
# gabconfig -a

出力は次のようになります。
GAB Port Memberships
=======================================
Port a gen 23dc0001 membership 01

出力にはポート h のメンバーシップは表示されないことに注意してください。
フェンシング、GAB、LLT を停止し、カーネルモジュールからアンロードするには

1

フェンシングの設定を解除します。
# vxfenconfig -U

2

カーネルから FENCING モジュールをアンロードします。次の設定を行います。
■

カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep vxfen

■

カーネルからモジュールをアンロードします。
# modunload -i vxfen_id

3

GAB の設定を解除します。
# gabconfig -U

4

カーネルから GAB モジュールをアンロードします。
■

カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep gab

■

カーネルからモジュールをアンロードします。
# modunload -i gab_id
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5

LLT の設定を解除します。各システムで、次のコマンドを実行します。
# lltconfig -U

次のメッセージがコンソールに表示されます。
lltconfig: this will attempt to stop and reset LLT.
Confirm (y/n)?

6

各システムでメッセージへの応答に Y と入力します。

7

カーネルから LLT モジュールをアンロードします。
■

カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep llt

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。
■

カーネルからモジュールをアンロードします。
# modunload -i llt_id

フェンシング、LLT、GAB のパッケージとパッチを削除するには
◆

各ノードで pkgrm コマンドを使って、フェンシング、GAB、LLT のパッケージを削除
します。
# pkgrm VRTSvxfen VRTSgab VRTSllt

オペレーティングシステムをアップグレードするには

1

Oracle のインストールガイドに従って、オペレーティングシステムカーネルを新バー
ジョンの Solaris にアップグレードします。

2

システムが起動したら、シングルユーザーモードに移行します。

ソフトウェアディスクからフェンシング、GAB、LLT を再インストールし、再起動するには

1

シングルユーザーモードで、アップグレードしたシステムにスーパーユーザーとして
ログオンします。

2

/tmp ディレクトリがマウントされているかどうかを確認します。
# mount

3

/tmp ディレクトリがマウントされていない場合は、次のコマンドを入力します。
# mount /tmp

第 25 章 Solaris オペレーティングシステムのアップグレード
ノードでの Solaris のアップグレード

4

インストール用のディレクトリを作成します。
# mkdir /tmp/install

5

VCS ソフトウェアが収録されたソフトウェアディスクを、アップグレードしたシステムの
ドライブに挿入します。Solaris ボリューム管理ソフトウェアによって、ディスクが
/cdrom/cdrom0 として自動的にマウントされます。次のようにコマンドを入力します。
# cd /cdrom/cdrom0

6

パッケージファイルをソフトウェアディスクから一時ディレクトリにコピーします。
# cp -r pkgs/VRTSllt.pkg /tmp/install
# cp -r pkgs/VRTSgab.pkg /tmp/install
# cp -r pkgs/VRTSvxfen.pkg /tmp/install

7

GAB、LLT、フェンシングのパッケージとパッチをインストールします。コマンドを入力
するときは、必ず、次の順序でパッケージとパッチをインストールしてください。
■

パッケージをインストールします。
# cd /tmp/install
# pkgadd -d VRTSllt.pkg
# pkgadd -d VRTSgab.pkg
# pkgadd -d VRTSvxfen.pkg

8

マルチユーザーモードでシステムを起動します。
# cd /
# init 3

VCS を再起動するには

1

アップグレードされたサーバーで VCS サービスが動作していることを確認します。
アップグレードされたサーバーで、次のように入力します。
# ps -ef | grep ha
root
root

2

576
578

1
1

0 16:54:12 0 16:54:13 -

0:02 /opt/VRTSvcs/bin/had
0:00 /opt/VRTSvcs/bin/hashadow

VCS サービスが動作していない場合は、VCS サービスを再ロードします。次のように
入力します。
# hastart
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3

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw

4

アップグレードされたサーバーをアンフリーズし、設定を保存します。アップグレード
されたサーバーで、次のように入力します。
# hasys -unfreeze -persistent upgraded_server
# haconf -dump -makero

8
インストール後タスク

■

第26章 インストール後タスクの実行

■

第27章 VCS コンポーネントのインストールまたはアップグレード

■

第28章 VCS インストールの確認
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26
インストール後タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化について

■

VCS のマニュアルの利用

■

通信用の権限の削除

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効
化について
Symantec Product Authentication Service（AT）は、認証ブローカーのプラグインに
よる LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）のユーザー認証をサポートしま
す。AT は、Oracle Directory Server、Netscape、OpenLDAP、Windows Active
Directory など、すべての一般的な LDAP 配布をサポートします。
セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS ユーザーが LDAP ドメインに属する場合、
LDAP 認証プラグインを有効にする必要があります。
p.329 の 「セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化」 を参照してくださ
い。
インストール時に VCS ユーザーを追加していない場合でも、後でユーザーを追加できま
す。
VCS ユーザーを追加する手順については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
図 26-1 は、クラスタがセキュアモードで動作する場合の LDAP サーバーとの VCS クラス
タ通信を示しています。
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図 26-1

LDAP サーバーとのクライアント通信
VCS クライアント

1. ユーザーが HA コマンドを実行
すると、AT が認証ブローカーを使
ってユーザー認証を開始します。

4. AT がユーザーにクレデンシャ
ルを発行して、コマンドの処理
を続行します。
VCS ノード
（認証ブローカー）

2. VCS ノードの認証ブローカーが
LDAP ディレクトリを使って LDAP
バインド操作を実行します。

3. LDAP バインドが正常に行われ
ると、AT が LDAP ディレクトリ
からグループ情報を取得します。
LDAP サーバー
（OpenLDAP または
Windows Active
Directory など）

LDAP コマンド（ldapadd、ldapmodify、ldapsearch など）の LDAP スキーマと構文は
LDAP の実装方法によって異なります。
Symantec Product Authentication Service の LDAP ドメインを追加する前に、LDAP
環境に関する次の情報を書き留めます。
■

使用する LDAP スキーマの種類（デフォルトは RFC 2307）
■

UserObjectClass（デフォルトは posixAccount）

■

UserObject 属性（デフォルトは uid）

■

ユーザーグループ属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループオブジェクトクラス（デフォルトは posixGroup）

■

GroupObject 属性（デフォルトは cn）

■

ユーザー GID 属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループメンバーシップ属性（デフォルトは memberUid）

■

LDAP ディレクトリの URL

■

ユーザーコンテナの識別名（たとえば UserBaseDN=ou=people,dc=comp,dc=com）

■

グループコンテナの識別名（たとえば GroupBaseDN=ou=group,dc=comp,dc=com）
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セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化
次の手順では LDAP 認証のプラグインモジュールを有効にする方法を示します。ここで
は OpenLDAP と Windows Active Directory LDAP の配布例を示します。
LDAP 認証を有効にする前に、次の手順を完了します。
■

クラスタがセキュアモードで動作していることを確認します。
# haclus -value SecureClus

出力の戻り値は 1 である必要があります。
■

AT のバージョンが 6.1.6.0 以降であることを確認します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showversion
vssat version: 6.1.6.0

vssat.1m と atldapconf.1m のマニュアルページを参照してください。
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セキュアモードで動作するクラスタの OpenLDAP 認証を有効化するには

1

vssat コマンドを使って AT 設定に LDAP ドメインを追加します。

次の例では LDAP ドメイン MYENTERPRISE を追加します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat addldapdomain ¥
--domainname "MYENTERPRISE.symantecdomain.com"¥
--server_url "ldap://my_openldap_host.symantecexample.com"¥
--user_base_dn "ou=people,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--user_attribute "cn" --user_object_class "account"¥
--user_gid_attribute "gidNumber"¥
--group_base_dn "ou=group,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--group_attribute "cn" --group_object_class "posixGroup"¥
--group_gid_attribute "member"¥
--admin_user "cn=manager,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--admin_user_password "password" --auth_type "FLAT"

2

正常に VCS ノードで LDAP ユーザーを認証できることを確認します。
コマンドを実行するには、有効な LDAP ユーザー ID とパスワードが必要です。次の
例では、LDAP ユーザー vcsadmin1 の MYENTERPRISE ドメインの認証を確認し
ます。
galaxy# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat authenticate
--domain ldap:MYENTERPRISE.symantecdomain.com
--prplname vcsadmin1 --broker galaxy:14149
Enter password for vcsadmin1: ##########
authenticate
------------------------------------------Authenticated User vcsadmin1
----------------------
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3

main.cf ファイルに LDAP ユーザーを追加します。
# haconf makerw
# hauser -add "CN=vcsadmin1/CN=people/¥
DC=symantecdomain/DC=myenterprise/¥
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com" -priv Administrator
# haconf -dump -makero

グループレベルの認証を有効にする場合は、次のコマンドを実行する必要がありま
す。
# hauser -addpriv ¥
ldap_group@ldap_domain AdministratorGroup

4

main.cf ファイルに次の行があることを確認します。
# cat /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
...
...
cluster clus1 (
SecureClus = 1
Administrators = {
"CN=vcsadmin1/CN=people/DC=symantecdomain/DC=myenterprise/
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com" }
AdministratorGroups = {
"CN=symantecusergroups/DC=symantecdomain/DC=myenterprise/
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com " }
)
...
...

5

VCS_DOMAIN と VCS_DOMAINTYPE 環境変数を次のように設定します。
■

VCS_DOMAIN=myenterprise.symantecdomain.com

■

VCS_DOMAINTYPE=ldap

たとえば、Bourne シェル（sh）または Korn シェル（ksh）の場合は、次のコマンドを
実行します。
# export VCS_DOMAIN=myenterprise.symantecdomain.com
# export VCS_DOMAINTYPE=ldap
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6

VCS にログオンできることを確認します。次に例を示します。
# halogin vcsadmin1 password
# hasys -state
VCS NOTICE
#System
galaxy
nebula

V-16-1-52563 VCS Login:vcsadmin1
Attribute
Value
Attribute RUNNING
Attribute RUNNING

同様に、VCS Cluster Manager（Java コンソール）を使うと、 VCS ノードにログオン
するときに同じ LDAP ユーザー信用証明を使うこともできます。

7

クラスタの他のノードで LDAP 認証を有効にするには、クラスタの各ノードで手順を
実行します。
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セキュアモードで動作するクラスタの Windows Active Directory 認証を有効化するに
は

1

-d オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-d オプション
を使うと LDAP プロパティファイル（優先順位設定された属性リスト）が検出され、取
得されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf -d ¥
-s domain_controller_name_or_ipaddress ¥
-u domain_user -g domain_group

次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-d -s 192.168.20.32 -u Administrator -g "Domain Admins"
Search User provided is invalid or Authentication is required to
proceed further.
Please provide authentication information for LDAP server.
Username/Common Name: symantecdomain¥administrator
Password:
Attribute file created.

2

-c オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-c オプションを
使うと LDAP ドメインを追加するための CLI ファイルが作成されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-c -d windows_domain_name

次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-c -d symantecdomain.com
Attribute list file not provided, using default AttributeList.txt.
CLI file name not provided, using default CLI.txt.
CLI for addldapdomain generated.

3

-x オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-x オプション
を使うと CLI ファイルが読み込まれ、AT にドメインを追加するコマンドが実行されま
す。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf -x
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4

Windows Active Directory サーバーの統合が完了したことを確認するには、LDAP
ドメインを一覧表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat listldapdomains
Domain Name :
Server URL :
SSL Enabled :
User Base DN :
User Object Class :
User Attribute :
User GID Attribute :
Group Base DN :
Group Object Class :
Group Attribute :
Group GID Attribute :
Auth Type :
Admin User :
Admin User Password :
Search Scope :

5

symantecdomain.com
ldap://192.168.20.32:389
No
CN=people,DC=symantecdomain,DC=com
account
cn
gidNumber
CN=group,DC=symantecdomain,DC=com
group
cn
cn
FLAT

SUB

VCS_DOMAIN と VCS_DOMAINTYPE 環境変数を次のように設定します。
■

VCS_DOMAIN=symantecdomain.com

■

VCS_DOMAINTYPE=ldap

たとえば、Bourne シェル（sh）または Korn シェル（ksh）の場合は、次のコマンドを
実行します。
# export VCS_DOMAIN=symantecdomain.com
# export VCS_DOMAINTYPE=ldap
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6

VCS にログオンできることを確認します。次に例を示します。
# halogin vcsadmin1 password
# hasys -state
VCS NOTICE
#System
galaxy
nebula

V-16-1-52563 VCS Login:vcsadmin1
Attribute
Value
Attribute RUNNING
Attribute RUNNING

同様に、VCS Cluster Manager（Java コンソール）を使うと、 VCS ノードにログオン
するときに同じ LDAP ユーザー信用証明を使うこともできます。

7

クラスタの他のノードで LDAP 認証を有効にするには、クラスタの各ノードで手順を
実行します。

VCS のマニュアルの利用
ソフトウェア CD の cluster_server または DOC ディレクトリには、PDF（Portable Document
Format）の VCS のマニュアルが含まれています。VCS をインストールした後、この PDF
版マニュアルを各ノードの /opt/VRTS/docs ディレクトリにコピーして、参照できるように
することを推奨します。
VCS のマニュアルを利用するには
◆

ソフトウェア CD（cluster_server または DOC）に収録されている PDF を
/opt/VRTS/docs ディレクトリにコピーします。

通信用の権限の削除
VCS のインストールと I/O フェンシング用ディスクサポートの検証を完了したことを確認し
てください。rsh を使った場合は、ノードに設定した一時的な rsh アクセス権限を削除し、
パブリックネットワークへの接続を復元します。
セキュア通信を実現するためにノードで ssh が使われていて、一時的にパブリックネット
ワークへの接続を削除した場合は、接続を復元してください。
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27
VCS コンポーネントのインス
トールまたはアップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Java コンソールのインストール

■

Java コンソールのアップグレード

■

VCS Simulator のインストール

■

VCS Simulator のアップグレード

Java コンソールのインストール
VCSの Java ベースのグラフィカルユーザーインターフェース、Java コンソールを使って
VCS を管理できます。VCS をインストールしたら、Windows システムまたは X-Window
を備えた Solaris システムに Java コンソールをインストールします。Java コンソールのソ
フトウェアの必要条件を確認します。
Java コンソールを起動するシステムは、クラスタまたはリモートワークステーション内のシ
ステムである必要があります。リモートワークステーションを使用すると、クラスタ内の各シ
ステムをリモートで管理できます。
Solaris システムに Java コンソールをインストールする場合は、そのシステムにプリンタが
設定されていることを確認してください。プリンタが設定されていないシステムでオンライ
ン JavaHelp を印刷すると、Java コンソールがハングアップする可能性があります。
Java コンソールの使用についての情報を確認してください。詳しくは、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。

Java コンソールのソフトウェアの必要条件
Cluster Manager（Java コンソール）をサポートするシステムは次のとおりです。
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■

Solaris SPARC 2.10

■

Windows XP、Windows 2003

メモ: 使っているオペレーションシステムが JRE 1.6 をサポートすることを確認してくださ
い。

Java コンソールのハードウェアの必要条件
Java コンソールのハードウェアの最小必要条件は次のとおりです。
■

Pentium II 300 megahertz

■

256 MB の RAM

■

解像度 800x600

■

8 ビットの色深度のモニター

■

2D イメージを処理できるグラフィックスカード

メモ: Symantec は Pentium III 400MHz 以降、256MB RAM 以上、解像度 800x600
以上を使用することを推奨します。
Java™ 2 Runtime Environment （JRE）の各バージョンは 32 MB の RAM を必要としま
す。
次のハードウェアの使用を推奨します。
■

48 MB の RAM

■

16 ビットカラーモード

■

ローカルホストに設定したディスプレイで使用される KDE および KWM ウィンドウマ
ネージャ

Solaris への Java コンソールのインストール
Java コンソールをインストールするための手順を確認します。手順を始める前に、gunzip
ユーティリティがシステムにインストールされていることを確認してください。
Solaris で Java コンソールをインストールするには

1

Java コンソールのインストール用のディレクトリを作成します。
# mkdir /tmp/install
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2

Java GUI ユーティリティを http://go.symantec.com/vcsm_download から一時
ディレクトリにダウンロードします。

3

一時ディレクトリに移動して、gunzip ユーティリティを使用して、圧縮済みの パッケー
ジ ファイルを解凍します。
# cd /tmp/install
# gunzip VRTScscm.tar.gz

一時ディレクトリに、VRTScscm.tar ファイルが現れます。

4

その tar ファイルから圧縮ファイルを抽出します。
# tar -xvf VRTScscm.tar

5

ソフトウェアをインストールします。
# pkgadd -d . VRTScscm

6

プロンプトが表示されたら Yes で回答します。

Windows システムでの Java コンソールのインストール
Windows システムに Java コンソールをインストールするための手順を確認します。
Windows システムに Java コンソールをインストールするには

1

Java GUI ユーティリティを http://go.symantec.com/vcsm_download から一時
ディレクトリにダウンロードします。

2

圧縮ファイルを一時フォルダに抽出します。

3

この抽出されたフォルダから、setup.exe をダブルクリックします。

4

［Veritas Cluster Manager インストールウィザード（Veritas Cluster Manager
Install Wizard）］で表示される指示に従って、インストールを進めます。

Java コンソールのアップグレード
Java コンソールをアップグレードするには、適用可能な次の手順のいずれかに従ってく
ださい。
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Solaris で Java コンソールをアップグレードするには

1

パッケージ をインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。

2

以前のインストールから GUI を削除します。
# pkgrm VRTScscm

3

VCS Java コンソールをインストールします。
p.338 の 「Solaris への Java コンソールのインストール」 を参照してください。

Windows クライアントで Java コンソールをアップグレードするには

1

Cluster Manager（Java コンソール）が実行中の場合は停止します。

2

システムから Cluster Manager を削除します。

3

■

コントロールパネルで、［プログラムの追加と削除］をダブルクリックします。

■

［Veritas Cluster Manager］を選択します。

■

［追加/削除］をクリックします。

■

アンインストールウィザードの指示に従います。

新しい Cluster Manager をインストールします。
p.339 の 「Windows システムでの Java コンソールのインストール」 を参照してくださ
い。

VCS Simulator のインストール
VCS Simulator は、Java コンソールまたはコマンドラインから管理できます。詳しくは、
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
VCS Simulator のソフトウェアの必要条件を確認してください。

VCS Simulator のソフトウェアの必要条件
VCS Simulator は、次の OS でサポートされています。
■

Windows XP SP3、Windows 2008、Windows Vista、Windows 7

メモ: 使っているオペレーションシステムが JRE 1.6 以降をサポートすることを確認してく
ださい。
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Windows システムでの VCS Simulator のインストール
この項では、Windows システムに VCS Simulator をインストールする手順について説
明します。
Windows システムに VCS Simulator をインストールするには

1

VCS Simulator を次の場所から一時ディレクトリにダウンロードします。
http://www.symantec.com/business/cluster-server。その後、［ユーティリティ
（Utilities）］をクリックします。

2

圧縮ファイルを別のディレクトリに抽出します。

3

Simulator インストーラファイルのある次のパスへ移動します。
¥cluster_server¥windows¥VCSWindowsInstallers¥Simulator

4

インストーラファイルをダブルクリックします。

5

［Welcome］画面の情報を読み、［Next］をクリックします。

6

［Destination Folder］ダイアログボックスで［Next］をクリックしてデフォルトのインス
トールパスを使うか、［Change . . .］をクリックして別の場所を選択します。

7

［Ready to Install the Program］ダイアログボックスで、選択内容に変更を加える
場合は［Bac］K、インストールを続行する場合は［Install］をクリックします。

8

［InstallShield Wizard Completed］ダイアログボックスで［Finish］をクリックします。

インストールの確認
VCS Simulator は、システムに Cluster Manager（Java コンソール）と Simulator バイ
ナリをインストールします。Simulator をインストールすると、次のディレクトリが作成され
ます。
ディレクトリ

内容

attrpool

VCS オブジェクトに関連付けられている属性に関する情報

bin

VCS Simulator のバイナリ

default_clus

デフォルトのクラスタ設定のファイル

sample_clus

クラスタ設定の例。新しいクラスタ設定を作成するときのテンプレートとし
て使えます

templates

Java コンソールによって使われる様々なテンプレート

types

すべての対応プラットフォームの types.cf ファイル
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ディレクトリ

内容

conf

呼び出される types が含まれた別のディレクトリ。このディレクトリには、
Simulator にとって役立つ各種のリソースタイプ定義が格納されていま
す。タイプ定義ファイルは、プラットフォーム固有のサブディレクトリの中に
存在します。

また、VCS Simulator は、様々なクラスタ設定用のディレクトリをインストールします。
VCS Simulator では、シミュレートした新しいクラスタごとにディレクトリが作成され、
sample_clus ディレクトリの内容がそこにコピーされます。また、クラスタに関連のあるログ
を記録するためのログディレクトリが各クラスタディレクトリ内に作成されます。

VCS Simulator のアップグレード
VCS Simulator をアップグレードするには、次の手順を使用します。
Windows クライアントで VCS Simulator をアップグレードするには

1

VCS Simulator のすべてのインスタンスを停止します。

2

VCS Simulator を実行中の場合は停止します。

3

システムから VCS Simulator を削除します。

4

■

コントロールパネルで、［プログラムの追加と削除（Add/Remove Programs）］を
ダブルクリックします。

■

［VCS Simulator］を選択します。

■

［追加/削除（Add/Remove）］をクリックします。

■

アンインストールウィザードの指示に従います。

新しい Simulator をインストールします。
p.341 の 「Windows システムでの VCS Simulator のインストール」 を参照してくだ
さい。

28
VCS インストールの確認
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS インストールの確認について

■

クラスタ UUID について

■

LLT、GAB、および VCS 設定ファイルの検証

■

LLT、GAB、クラスタの動作の検証

■

ノードでのインストール後チェックの実行

VCS インストールの確認について
VCS のインストールと設定完了後、インストールプロセスでインストールまたは修正された
重要な VCS 設定ファイルの内容を点検できます。これらのファイルは、ユーザーが入力
した情報に基づく設定を反映しています。また LLT、GAB とクラスタの状態を確認する
VCS コマンドを実行できます。

クラスタ UUID について
クラスタ UUID が存在することを確認できます。
クラスタ UUID を確認するには
◆

プロンプトから、cat コマンドを実行します。
cat /etc/vx/.uuids/clusuuid
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LLT、GAB、および VCS 設定ファイルの検証
LLT、GAB、および VCS 設定ファイルに、VCS のインストールと設定で指定した情報が
含まれていることを確認してください。
LLT、GAB、および VCS 設定ファイルを検証するには

1

2

設定ファイルのある場所へ移動します。
■

LLT
/etc/llthosts
/etc/llttab

■

GAB
/etc/gabtab

■

VCS
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

設定ファイルの内容を検証します。
p.449 の 「LLT と GAB の設定ファイルについて」 を参照してください。
p.453 の 「VCS の設定ファイルについて」 を参照してください。

LLT、GAB、クラスタの動作の検証
VCS コマンドを使用して、LLT、GAB、クラスタの動作を検証します。
LLT、GAB、クラスタの動作を検証するには

1

クラスタ内の任意のノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS コマンドを実行するために PATH 環境変数が設定されていることを確かめま
す。
p.66 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

3

LLT の動作を検証します。
p.345 の 「LLT の検証方法」 を参照してください。

4

GAB の動作を検証します。
p.347 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

5

クラスタの動作を検証します。
p.349 の 「クラスタの確認」 を参照してください。
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LLT の検証方法
lltstat コマンドを使って LLT のリンクが動作していることを確認します。LLT が正しく

設定されれば、このコマンドはクラスタのすべてのノードを表示します。このコマンドは、こ
のコマンドを入力したノードの LLT のリンクに関する情報も返します。
詳しくは lltstat（1M）のマニュアルページを参照してください。
LLT を確認するには

1

ノード galaxy のスーパーユーザーとしてログインします。

2

LLT の状態を表示するには、ノード galaxy 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

galaxy の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
*0 galaxy
OPEN
1 nebula
OPEN

Links
2
2

各ノードに 2 つのリンクがあり、各ノードは OPEN 状態にあります。アスタリスク（*）は
コマンドを実行したノードを表します。
LLT が動作していない場合、コマンドから LLT リンク情報は返りません。1 つのネッ
トワークのみが接続している場合、コマンドからは次の LLT 統計情報が返ります。
LLT node information:
Node
* 0 galaxy
1 nebula
2 saturn

State
OPEN
OPEN
OPEN

Links
2
2
1

3

ノード nebula のスーパーユーザーとしてログインします。

4

LLT の状態を表示するには、nebula 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

nebula の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
0 galaxy
OPEN
*1 nebula
OPEN

Links
2
2
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5

LLT についての追加情報を表示するには、各ノードで lltstat -nvv コマンドを実
行します。
たとえば、2 ノードのクラスタのノード galaxy で次のコマンドを実行します。
lltstat -nvv active

galaxy の出力は次のようになります :
■

Solaris SPARC の場合
Node
*0 galaxy

1 nebula

■

State
OPEN

Link

Status

Address

qfe:0 UP
qfe:1 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:38

qfe:0 UP
qfe:1 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

OPEN

Solaris x64 の場合
Node
*0 galaxy

1 nebula

State
OPEN

Link

Status

Address

e1000g:1 UP
e1000g:2 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:38

e1000g:1 UP
e1000g:2 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

OPEN

クラスタ内の 2 つのアクティブノード galaxy と nebula の状態が報告されます。
正しく設定された各ノードでは、情報は次を示します。
■

OPEN 状態

■

各リンクの UP 状態

■

各リンクのアドレス

ただし、この例の出力では、このノード nebula に対して異なる詳細が示されていま
す。プライベートネットワークの接続が切断されているか、または /etc/llttab のファ
イルの情報が不正です。

6

LLT に開いているポートに関する情報を取得するには、任意のノードで lltstat
-p と入力します。
たとえば、2 ノード クラスタのノード galaxy で lltstat -p を入力します。
lltstat -p
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出力は次のようになります。
LLT port information:
Port Usage
Cookie
0
gab
0x0
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1
7
gab
0x7
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1
31
gab
0x1F
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1

GAB の検証方法
gabconfig -a コマンドを使用して GAB 操作を確認します。このコマンドでは GAB ポー

トのメンバーシップ情報が返ります。
ポートは次を示します。
ポート a

ポート b

■

ノードに GAB 通信があります。

■

gen a36e0003 はランダムに生成された番号です

■

メンバーシップ 01 は、ノード 0 と 1 が接続されていることを示します

■

I/O フェンシングドライバが GAB のポート b に接続されることを示します。

メモ: gabconfig コマンドの出力にポート b が表示されるのは、VCS の設定後
に I/O フェンシングを設定した場合のみです。

ポート h

■

gen a23da40d はランダムに生成された番号です

■

メンバーシップ 01 は、ノード 0 と 1 が接続されていることを示します

■

VCS は起動しています。

■

gen fd570002 はランダムに生成された番号です

■

メンバーシップ 01 は、ノード 0 と 1 が両方とも実行中の VCS であることを示しま
す

GAB について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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GAB を検証するには

1

GAB が動作していることを確認するには、各ノードで次のコマンドを入力します。
/sbin/gabconfig -a

2

コマンドの出力を確認します。
■

GAB が動作している場合は、次の GAB ポートメンバーシップ情報が返されま
す。
I/O フェンシングが設定されていないクラスタ場合:
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port h gen fd570002 membership 01

I/O フェンシングが設定されているクラスタの場合:
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port b gen a23da40d membership 01
Port h gen fd570002 membership 01
gabconfig コマンドの出力にポート b が表示されるのは、I/O フェンシングを設

定した場合のみです。 vxfenadm -d コマンドを使って、I/O フェンシングの設定
を検証することもできます。
■

GAB が動作していない場合は、GAB ポートメンバーシップ情報は返されませ
ん。
GAB Port Memberships
===================================

■

1 つのネットワークのみが接続されている場合は、次の GAB ポートメンバーシッ
プ情報が返されます。
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port a gen a36e0003 jeopardy
;1
Port h gen fd570002 membership 01
Port h gen fd570002 jeopardy
;1
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クラスタの確認
hastatus コマンドを使用してクラスタの状態を確認します。このコマンドはシステム状態

とグループの状態を返します。
hastatus（1M）のマニュアルページを参照してください。

システム状態とその移行については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
クラスタを確認するには

1

クラスタの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# hastatus -summary

出力は次のようになります。
-- SYSTEM STATE
-- System
A
A

2

State

galaxy
nebula

RUNNING
RUNNING

-- GROUP STATE
-- Group

System

B
B

galaxy
nebula

ClusterService
ClusterService

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
OFFLINE

コマンド出力で次の情報を確認します。
■

システム状態
システム状態の値が RUNNING の場合、クラスタは正常に起動しています。

■

ClusterService グループの状態
出力例では、グループの状態は ClusterService グループをリストし、galaxy で
は ONLINE、nebula では OFFLINE になっています。

クラスタノードの確認
hasys -display コマンドを使用して、クラスタシステムの情報を確認します。出力され

た各ノードの情報は同じようになります。
hasys（1M）のマニュアルページを参照してください。

VCS のシステム属性については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。
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メモ: 次の手順中の例は SPARC のものです。x64 クラスタではコマンド出力が異なりま
す。
クラスタノードを確認するには
◆

いずれかのノードで hasys -display コマンドを入力します。
# hasys -display

次の例は、コマンドをノード galaxy で実行した場合の出力です。リストされる情報
は、nebula（例示なし）の場合もクラスタ内の他のどのノードの場合も同様です。
#System

属性

値

galaxy

AgentsStopped

0

galaxy

AvailableCapacity

100

galaxy

CPUBinding

BindTo None CPUNumber 0

galaxy

CPUThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

galaxy

CPUUsage

0

galaxy

CPUUsageMonitoring

Enabled 0 ActionThreshold 0
ActionTimeLimit 0 Action NONE
NotifyThreshold 0 NotifyTimeLimit 0

galaxy

Capacity

100

galaxy

ConfigBlockCount

130

galaxy

ConfigCheckSum

46688

galaxy

ConfigDiskState

CURRENT

galaxy

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

galaxy

ConfigInfoCnt

0

galaxy

ConfigModDate

2011 年 9 月 22 日 07:14:23（木曜
日、CDT）

galaxy

ConnectorState

Down

galaxy

CurrentLimits

galaxy

DiskHbStatus
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galaxy

DynamicLoad

0

galaxy

EngineRestarted

0

galaxy

EngineVersion

6.0.00.0

galaxy

FencingWeight

0

galaxy

Frozen

0

galaxy

GUIIPAddr

galaxy

HostUtilization

CPU 7 Swap 0

galaxy

LLTNodeId

0

galaxy

LicenseType

PERMANENT_SITE

galaxy

Limits

galaxy

LinkHbStatus

qfe:0 UP qfe:1 UP

galaxy

LoadTimeCounter

0

galaxy

LoadTimeThreshold

600

galaxy

LoadWarningLevel

80

galaxy

NoAutoDisable

0

galaxy

NodeId

0

galaxy

OnGrpCnt

1

galaxy

PhysicalServer

galaxy

ShutdownTimeout

600

galaxy

SourceFile

./main.cf

galaxy

SwapThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

galaxy

SysInfo

Solaris:galaxy,Generic_
118558-11,5.9,sun4u

galaxy

SysName

galaxy

galaxy

SysState

RUNNING

galaxy

SystemLocation
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galaxy

SystemOwner

galaxy

SystemRecipients

galaxy

TFrozen

0

galaxy

TRSE

0

galaxy

UpDownState

Up

galaxy

UserInt

0

galaxy

UserStr

galaxy

VCSFeatures

NONE

galaxy

VCSMode

VCS

ノードでのインストール後チェックの実行
インストーラの postcheck コマンドは、インストールに関連する問題の判断に役立ちま
す。また、トラブルシューティングに関する情報を提供します。
p.352 の 「postcheck オプションの使用について」 を参照してください。
ノードで postcheck コマンドを実行するには

1

-postcheck オプションを指定してインストーラを実行します。
# ./installer -postcheck system_name

2

インストール関連の情報を確認します。

postcheck オプションの使用について
インストール後チェックを使うことで、インストールに関連する問題を判断し、トラブルシュー
ティングに役立てることができます。
メモ: このコマンドオプションを使うと、ノードでダウンタイムが発生します。
postcheck オプションを使うと、次の VCS 関連の問題をトラブルシューティングするとき

に役立ちます。
■

ハートビートリンクが存在しません。

■

ハートビートリンクが通信できません。

第 28 章 VCS インストールの確認
ノードでのインストール後チェックの実行

■

ハートビートリンクは結合または集約された NIC の一部を構成しています。

■

重複したクラスタ ID が存在します。

■

ノード間で VRTSllt pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

llt-linkinstall 値が正しくありません。

■

llthosts(4) 設定または llttab(4) 設定が正しくありません。

■ /etc/gabtab

ファイルが正しくありません。

■

GAB の linkinstall 値の中に、正しくない値が存在します。

■

ノード間で VRTSgab pkg バージョンの整合性がとれていません。

■ main.cf

ファイルまたは types.cf ファイルが無効です。

■ /etc/VRTSvcs/conf/sysname ファイルとホスト名の整合性がとれていません。
■

クラスタ UUID が存在しません。

■ uuidconfig.pl
■

ファイルが見つかりません。

ノード間で VRTSvcs pkg バージョンの整合性がとれていません。

■ /etc/vxfenmode

ファイルが見つからないか、または正しくありません。

■ /etc/vxfendg file

ファイルが無効です。

■

vxfen link-install 値が正しくありません。

■

VRTSvxfen pkg バージョンの整合性がとれていません。

postcheck オプションは次の SFHA または SFCFSHA の問題をトラブルシューティング

するうえで役立ちます。
■ /etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db ファイルが削除されなかったため、

Volume Manager を起動できません。
■ Volboot ファイルがロードされていないため、Volume Manager を起動できません。
■

ライセンスが存在しないため、Volume Manager を起動できません。
ファイルの CVM 設定が正しくないため、Volume Manager を起動できま
せん。たとえば、Autostartlist 値がノードで見つかりません。

■ main.cf

■ /etc/llthosts ファイルでノード ID の整合性がとれていないため、Cluster Volume

Manager をオンラインにすることができません。
■

Vxfen が起動されていないため、Cluster Volume Manager をオンラインにすること
ができません。

■

gab が設定されていないため、Cluster Volume Manager を起動できません。
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■

CVM プロトコルが一致しないため、Cluster Volume Manager をオンラインにするこ
とができません。

■

Cluster Volume Manager のグループ名が「cvm」から変更されたため、CVM がオ
フラインになります。

p.352 の 「ノードでのインストール後チェックの実行」 を参照してください。

9
VCS のアンインストール

■

第29章 インストーラを使用した VCS のアンインストール

■

第30章 応答ファイルを使用した VCS のアンインストール

■

第31章 VCS の手動アンインストール
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29
インストーラを使用した VCS
のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のアンインストールの準備

■

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアンインストール

■

Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のアンインストール

■

アンインストーラプログラムを使った言語パッケージの削除

■

削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除

VCS のアンインストールの準備
VCS をアンインストールする前に、次の前提条件を確認します。
■

クラスタ内のノードから VCS を削除する前に、VCS に依存するアプリケーションを終
了します。例: VCS のための Java コンソールや高可用性エージェントのようなアプリ
ケーション。

■

クラスタ内の一部のノードから VCS を削除する前に、VCS をアンインストールするノー
ドのサービスグループを停止します。また、残りのノードで VCS の設定を変更する必
要があります。
p.383 の 「ノードの追加と削除について」 を参照してください。

■

VCS の設定ファイルを手動で編集した場合は、そのファイルをフォーマットし直す必
要があります。
p.71 の 「停止したクラスタの VCS 設定ファイルの再フォーマット」 を参照してくださ
い。
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スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアンイン
ストール
同時にクラスタのすべてのノードで VCS をアンインストールするために uninstallvcs プ
ログラムを使用するには次の条件を満たすことが必要です。
■

システム間の通信が確立していることを確認します。デフォルトでは、アンインストーラ
で ssh が使われます。

■

クラスタのすべてのノードでスーパーユーザーとして ssh または rsh コマンドを実行
できることを確認します。

■ ssh または rsh はパスワードやパスフレーズを要求せずに動作するよう設定されてい

ることを確認します。
前提条件を満たすことができない場合は、クラスタの各ノードで uninstallvcs プログラム
を実行する必要があります。
uninstallvcs プログラムにより、すべての VCS パッケージと VCS 言語パッケージが削除
されます。
この例は、VCS を uninstallvcs プログラムを使用してアンインストールする方法を示して
います。uninstallvcs プログラムは galaxy と nebula という 2 つのノードで VCS をアンイ
ンストールします。手順の例では、クラスタのすべてのノードから VCS をアンインストール
します。

VCS 6.0 パッケージの削除
アンインストールプロセス中、プログラムは、現在実行されている VCS プロセスを停止し
ます。
VCS をアンインストールするには

1

VCS をアンインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。

2

uninstallvcs プログラムを起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallvcs

プログラムはログが作成されるディレクトリを指定します。プログラムは著作権表示と
クラスタの説明を表示します。

3

VCS をアンインストールするシステムの名前を入力します。
プログラムによってシステム検証チェックが実行され、実行中の VCS プロセスをすべ
て停止するように求められます。
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4

y と入力して、すべての VCS プロセスを停止します。

VCS プロセスが停止し、ソフトウェアのアンインストールが続行します。

5

uninstallvcs プログラムが次のタスクを続行したら、その出力を確認します。
■

システム間の通信を確認する。

■

各システムのインストールを調べ、アンインストールする パッケージ を確定する。

6

アンインストーラがプロセスを停止し、カーネルモジュールをアンロードし、パッケー
ジ を削除したら、その出力を確認します。

7

アンインストーラがすべての パッケージ を削除した後に作成した概略ファイル、応
答ファイル、ログファイルの場所を記録します。

VCS 6.0 ディスクからの uninstallvcs の実行
次のような場合は、VCS 6.0 ディスクの uninstallvcs プログラムを使う必要があります。
■

不完全なインストールの後で VCS をアンインストールする。

■

uninstallvcs プログラムが /opt/VRTS/install にない。

インストールメディアを /mnt にマウントした場合は、ディレクトリを次の場所に変更するこ
とによって uninstallvcs プログラム にアクセスします。
cd /mnt/cluster_server/
./uninstallvcs

Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のア
ンインストール
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使うアンインストールの方法につい
て説明します。
メモ: 製品をアンインストールした後は、VCS の以前のバージョンで VCS 6.0 のデフォル
トのディスクレイアウトバージョンを使って作成したファイルシステムにアクセスできません。
VCS をアンインストールするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースインストーラを開始します。
p.160 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。
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3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから ［製品のアンインストール（Uninstall a Product）］を選択し
ます。

4

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Veritas Cluster Server］を選択し、［次
へ（Next）］をクリックします。

5

アンインストール先のシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムから
VCS をアンインストールします。

7

ターゲットシステムで動作しているプロセスがある場合、インストーラはプロセスを停
止します。［次へ（Next）］をクリックします。

8

インストーラがプロセスを停止した後、指定したシステムから製品が削除されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

アンインストールが完了した後、概略ファイル、応答ファイル、およびログファイルの
場所が表示されます。必要に応じて、削除の状態を確認するためにファイルを表示
します。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。
システムの再ブートを推奨するプロンプトが表示されて、その次は Web ページに
戻って追加のタスクを完了します。

アンインストーラプログラムを使った言語パッケージの削
除
uninstallvcs プログラムにより、すべての VCS パッケージと言語パッケージが削除され
ます。

削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除
ここでは、CP サーバーをホストしているノードまたはクラスタから CP サーバー設定を削除
する方法について説明します。
警告: 設定を削除する CP サーバーを使用している VCS クラスタ（アプリケーションクラス
タ）がないことを確認します。
CP サーバー設定ユーティリティ（configure_cps.pl）を使用して、CP サーバー設定を
削除できます。CP サーバーの設定を削除することを選択すると、ユーティリティにより、次
のタスクが実行されます。
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■

すべての CP サーバー設定ファイルの削除

■

CP サーバーの VCS 設定の削除
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ユーティリティを実行した後、ノードまたはクラスタから VCS をアンインストールできます。
メモ: CP サーバーの設定を削除する場合、設定ユーティリティは CP サーバーごとに 1
回だけ実行する必要があります（シングルノードの VCS クラスタまたは SFHA クラスタで
ある場合もあります）。
CP サーバー設定を削除するには

1

設定の削除スクリプトを実行するには、CP サーバー設定を削除するノードで次のコ
マンドを入力します。
root@mycps1.symantecexample.com # /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl

2

CP サーバーの設定を削除するには、メニューからのオプション 3 を選択します。
VERITAS COORDINATION POINT SERVER CONFIGURATION UTILITY
=======================================================
Select one of the following:
[1] Configure Coordination Point Server on single node VCS system
[2] Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
[3] Unconfigure Coordination Point Server

3

警告メッセージを確認し、CP サーバーの設定の削除を確定します。
WARNING: Unconfiguring Coordination Point Server stops the
vxcpserv process. VCS clusters using this server for
coordination purpose will have one less coordination point.
Are you sure you want to bring down the cp server? (y/n)
(Default:n) :y

4

CP サーバーの設定を削除するには、スクリプトが以下の手順を実行するときの画面
出力を確認します。
■

CP サーバーの停止

■

VCS 設定からの CP サーバーの削除
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5

■

リソースの依存関係の解除

■

CP サーバーのサービスグループ（CPSSG）がオンラインの場合はオフラインに
する

■

VCS 設定から CPSSG サービスグループを削除する

CP サーバーデータベースを削除するには、y と応答します。
Do you want to delete the CP Server database? (y/n) (Default:n) :

6

プロンプトで y と入力して、CP サーバーデータベースの削除を確認します。
Warning: This database won't be available if CP server
is reconfigured on the cluster. Are you sure you want to
proceed with the deletion of database? (y/n) (Default:n) :

7

y と応答して、CP サーバーの設定ファイルとログファイルを削除します。
Do you want to delete the CP Server configuration file
(/etc/vxcps.conf) and log files (in /var/VRTScps)? (y/n)
(Default:n) : y

8

hagrp -state コマンドを実行して、CPSSG サービスグループがノードから削除さ

れたことを確認します。次に例を示します。
root@mycps1.symantecexample.com # hagrp -state CPSSG
VCS WARNING V-16-1-40131 Group CPSSG does not exist
in the local cluster

30
応答ファイルを使用した VCS
のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のアンインストール

■

VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数

■

VCS をアンインストールするための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った VCS のアンインストール
一般に、あるクラスタで VCS のアンインストールを実行した後にインストーラによって生成
された応答ファイルは、他のクラスタで VCS をアンインストールするために使えます。
自動アンインストールを実行するには

1

VCS をアンインストールするための前提条件を満たしていることを確認してください。

2

VCS をアンインストールするシステムに応答ファイルをコピーします。
p.365 の 「VCS をアンインストール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。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.364 の 「VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数」 を参照してくださ
い。

4

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

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
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VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数
表 30-1 に、VCS をアンインストールするために定義できる応答ファイルの変数の一覧を
示します。
表 30-1

VCS のアンインストールに固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{uninstall}

スカラー

VCS パッケージをアンインストールしま
す。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品がアンインストールされるシステム
のリスト。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

アンインストールされる製品を定義しま
す。
値は、VCS の場合は VCS51 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

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

CFG{opt}{rsh}

スカラー

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

CFG{opt}{logpath}

スカラー

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

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
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VCS をアンインストール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定義を見直します。
p.364 の 「VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{uninstall}=1;
$CFG{prod}="VCS60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
1;
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31
VCS の手動アンインストー
ル
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS パッケージの手動による削除

■

CP サーバーのフェンシング設定の手動削除

■

手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除する

VCS パッケージの手動による削除
VCS をアンインストールするには、クラスタ内の各ノードから VCS の パッケージを削除す
る必要があります。
ノード上の VCS パッケージを手動で削除するには

1

hastop コマンドを使って、ローカルシステム上の VCS を停止します。
# hastop -local

2

フェンシング、GAB、LLT、AMF のモジュールを設定解除します。
# /sbin/vxfenconfig -U
# /sbin/gabconfig -U
# /sbin/lltconfig -U
# /opt/VRTSamf/bin/amfconfig -U

3

GAB カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep gab

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。
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4

カーネルから GAB モジュールをアンロードします。
# modunload -i gab_id

5

LLT カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep llt

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。

6

カーネルから LLT モジュールをアンロードします。
# modunload -i llt_id

7

AMF カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep amf

8

カーネルから AMF モジュールをアンロードします。
# modunload

-i

amf_id
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9

VCS 6.0 パッケージを次の順序で削除します。
# pkgrm VRTSvbs
# pkgrm VRTSsfmh
# pkgrm VRTSvcsea
# pkgrm VRTSat (if it exists)
# pkgrm VRTSvcsdr
# pkgrm VRTSvcsag
# pkgrm VRTScps
# pkgrm VRTSvcs
# pkgrm VRTSamf
# pkgrm VRTSvxfen
# pkgrm VRTSgab
# pkgrm VRTSllt
# pkgrm VRTSspt
# pkgrm VRTSsfcpi60
# pkgrm VRTSperl
# pkgrm VRTSvlic

メモ: VRTScps パッケージは、CP サーバーフェンシング設定を手動で削除してから
削除する必要があります。p.370 の 「CP サーバーのフェンシング設定の手動削除」
を参照してください。

10 次の言語パッケージを削除します。
■

日本語サポートパッケージを削除します。
# pkgrm VRTSzhvm
# pkgrm VRTSmulic

■

日本語サポートパッケージを削除します。
# pkgrm VRTSjavm
# pkgrm VRTSjaodm
# pkgrm VRTSjafs
# pkgrm VRTSjadbe
# pkgrm VRTSjadba
# pkgrm VRTSjacs
# pkgrm VRTSjacse
# pkgrm VRTSjacav
# pkgrm VRTSmulic

369

370

第 31 章 VCS の手動アンインストール
CP サーバーのフェンシング設定の手動削除

CP サーバーのフェンシング設定の手動削除
次の手順では、CP サーバーから CP サーバーのフェンシング設定を手動で削除する方
法について説明します。この手順は、サーバーベースの I/O フェンシングの停止と削除
を行うプロセスの一部として実行されます。
メモ: この手順は、VCS クラスタが停止されて、VCS クラスタソフトウェアがアンインストー
ルされるまでに実行する必要があります。
この手順は、今後、CP サーバーデータベースを再利用して、同じVCS クラスタにサー
バーベースのフェンシングを設定できるようにするために必要です。
手動で CP サーバーのフェンシング設定を削除するには、次の手順を実行します。
メモ: cpsadm コマンドは次の手順で使います。cpsadm コマンドについて詳しくは、『Veritas
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
CP サーバーのフェンシング設定を手動で削除するには

1

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーからすべてのVCS クラスタノードを登
録解除します。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node -u uuid -n nodeid

2

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーからVCS クラスタを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus -u uuid

3

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーから CP サーバーと通信しているすべ
てのVCS クラスタユーザーを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_user -e user_name -g domain_type

4

VCS クラスタソフトウェアのアンインストールに進みます。

手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除する
次の手順により、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）から手動でクラスタ
の詳細を削除できます。
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手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除するには

1

CP サーバークラスタのノードをリスト表示します。

# cpsadm -s mycps1 -a list_nodes
ClusterName
===========
cluster1

UUID
Hostname(Node ID) Registered
===================================
================ ===========
{3719a60a-1dd2-11b2-b8dc-197f8305ffc0} node0(0)
1

2

CP サーバーのユーザーをリスト表示します。

# cpsadm -s mycps1 -a list_users
Username/Domain Type Cluster Name/UUID
==================== ==================
cpsclient@hostname/vx cluster1/{3719a60a-1dd2-11b2-b8dc-197f8305ffc0}

3

Role
=======
Operator

CP サーバークラスタから、手順 2 でリスト表示されたクラスタの各ユーザーの権限を
削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_clus_from_user
-c cluster1 -e cpsclient@hostname -g vx -f cps_operator
Cluster successfully deleted from user cpsclient@hostname privileges.

4

手順 2 でリスト表示されたクラスタの各ユーザーを削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_user -e cpsclient@hostname -g vx
User cpsclient@hostname successfully deleted

5

CP サーバークラスタに登録されている各ノードを登録解除します。手順 1 での登録
済みノードの出力を参照してください。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a unreg_node -c cluster1 -n 0
Node 0 (node0) successfully unregistered

6

CP サーバークラスタから各ノードを削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_node -c cluster1 -n 0
Node 0 (node0) successfully deleted
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7

クラスタを削除します。
# cpsadm -s mycps1 -a rm_clus -c cluster1
Cluster cluster1 deleted successfully

8

クラスタの詳細が正常に削除されることを確認します。
# cpsadm -s mycps1 -a list_nodes
ClusterName
===========

UUID
================

Hostname(Node ID) Registered
================ ===========

# cpsadm -s mycps1 -a list_users
Username/Domain Type Cluster Name/UUID
==================== ==================

Role
=======

10
ノードの追加と削除

■
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■

第33章 クラスタノードの追加と削除
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32
シングルノードクラスタへの
ノードの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

ノードを単一ノードのクラスタに追加する

ノードを単一ノードのクラスタに追加する
新しいクラスタ内のすべてのノード上で、同じバージョンの VCS を実行する必要がありま
す。この手順の例では、既存のシングルノードの VCS ノードをノード A とします。ノード A
と結合してマルチノードクラスタを形成するノードをノード B とします。
シングルノードクラスタにノードを追加するために必要な操作を 表 32-1 に示します。
表 32-1
タスク

シングルノードクラスタにノードを追加するためのタスク
参照

ノード B をノード A と互換性があるように設 p.376 の 「シングルノードクラスタと結合させるノードの
定する。
設定」 を参照してください。
ノード B にプライベートハートビートネッ p.377 の 「プライベートネットワーク用のイーサネットカー
トワーク用のイーサネットカードを追加 ドの取り付けと設定」 を参照してください。
する。
■ 必要に応じて、ノード A にプライベート
ハートビートネットワーク用のイーサネッ
トカードを追加する。
■ 2 つのノードをイーサネットケーブルで
接続する。
■

両方のノードを共有ストレージに接続する。 p.378 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
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タスク

参照

■

VCS をノード A 上で起動する。

■

設定ファイルを編集する。

p.378 の 「既存ノードの起動」 を参照してください。

必要に応じて、ノード B に VCS をインストー p.379 の 「ノードをシングルノードクラスタに追加する場
ルし、ライセンスキーを追加する。
合の VCS ソフトウェアの手動インストール」 を参照し
てください。
ノード B が、ノード A と同じバージョンの
VCS を実行していることを確認する。
ノード B 上で設定ファイルを編集する。

p.453 の 「VCS の設定ファイルについて」 を参照して
ください。

ノード B で LLT と GAB を起動する。

p.379 の 「LLT と GAB の起動」 を参照してください。

■

ノード A で LLT と GAB を起動する。

ノード A の UUID をノード Bにコピー
する。
■ ノード A で VCS を再起動する。
■

■

2 つのノードのサービスグループを修
正する。

■

ノード B で VCS を起動する。

■

2 ノードクラスタを検証する。

p.379 の 「既存ノードでの VCS の再設定」 を参照して
ください。

p.381 の 「両方のシステムでの設定の検証」 を参照し
てください。

シングルノードクラスタと結合させるノードの設定
VCS を実行する既存のシングルノードを結合する新しいノードでは、同じオペレーティン
グシステムを実行している必要があります。
シングルノードクラスタに結合させるノードを設定するには

1

2

次のタスクのいずれかを実行します。
■

ノード B で現在 VCS が実行されていない場合は、手順 2 に進んでください。

■

ノード B として追加しようとしているノードが現在、既存のクラスタに含まれている
場合は、そのノードをクラスタから削除してください。クラスタからノードを削除し
た後、VCS パッケージと設定ファイルを削除します。
p.399 の 「クラスタからノードを削除する」 を参照してください。

■

ノード B として追加しようとしているノードも現在、単一の VCS ノードである場合
は、VCS をアンインストールします。

■

LLT と GAB の起動ファイルの名前を変更した場合は、それらを削除します。

必要に応じて、VxVM と VxFS をインストールします。
p.377 の 「VxVM と VxFS のインストール（オプション）」 を参照してください。
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VxVM と VxFS のインストール（オプション）
クラスタオプションを備えた VxVM または VxFS が既存のノードにインストールされてい
る場合、新しいノードに同じバージョンをインストールします。
インストールされた製品のバージョンを確認するには、VxVM と VxFS のマニュアルを参
照してください。共有ストレージを使うノードで実行される製品のバージョンは必ず同じに
してください。

プライベートネットワーク用のイーサネットカードの取り付けと設定
どちらのノードにも、プライベートネットワークを有効にするイーサネットカード（NIC）が必
要です。ノード A とノード B の両方にイーサネットカードがすでに取り付けられている場
合は、この手順を無視してください。
高可用性の場合は、各ノードに別の NIC を 2 個使用します。2 つの NIC はハートビート
に冗長性を持たせます。
p.58 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
プライベートネットワーク用のイーサネットカードを取り付けて設定するには

1

ノード A で VCS を停止します。
# hastop -local

2

ノードをシャットダウンして［OK］プロンプトを出します。
# sync;sync;init 0

3

ノード A にイーサネットカードを取り付けます。
集約インターフェースを使用してプライベートネットワークを設定する場合は、集約イ
ンターフェースを設定します。

4

ノード B にイーサネットカードを取り付けます。
集約インターフェースを使用してプライベートネットワークを設定する場合は、集約イ
ンターフェースを設定します。

5

両方のノードで、イーサネットカードを設定します。

6

ノード A からノード B に 2 本のイーサネットケーブルを接続してプライベートネット
ワークを形成します。

7

ノードを再起動します。
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共有ストレージの設定
ノード B から共有ストレージに接続します。ノード B で VxVM を設定し、メッセージが表
示されたらノードを再起動します。
p.62 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。

既存ノードの起動
ノードを起動します。
ノードを起動するには

1

オペレーティングシステムを起動します。SPARC ノード（ノード A）で、次のコマンド
を入力します。
ok boot -r

2

スーパーユーザーとしてログインします。

3

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw

4

現在設定されているサービスグループを表示します。
# hagrp -list

5

サービスグループをフリーズします。
# hagrp -freeze group -persistent

手順 4 でサービスグループごとにこのコマンドを繰り返します。

6

VCS の設定を読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

7

ノード A で VCS を停止します。
# hastop -local -force

8

ノードで I/O フェンシング、GAB、LLT を設定している場合は、それらを停止します。
# /usr/sbin/svcadm disable -t gab
# /usr/sbin/svcadm disable -t llt
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ノードをシングルノードクラスタに追加する場合の VCS ソフトウェアの手
動インストール
VCS 6.0 パッケージを手動でインストールし、ライセンスキーをインストールします。
次の項を参照してください。
■

p.203 の 「 手動インストールの準備」 を参照してください。

■

p.209 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

設定ファイルの作成
クラスタの設定ファイルを作成します。
設定ファイルを作成するには

1

2 ノードクラスタ用に /etc/llttab ファイルを作成します。
p.220 の 「手動インストールのための /etc/llttab の設定」 を参照してください。

2

両方のノードを列挙した /etc/llthosts ファイルを作成します。
p.220 の 「手動インストールのための /etc/llthosts の設定」 を参照してください。

3

/etc/gabtab ファイルを作成します。
p.223 の 「GAB の手動設定」 を参照してください。

LLT と GAB の起動
新しいノードで、LLT と GAB を起動します。
LLT と GAB を起動するには

1

ノード B で LLT を起動します。
■

Solaris 10:
# /usr/sbin/svcadm enable llt

2

ノード B で GAB を起動します。
■

Solaris 10:
# /usr/sbin/svcadm enable gab

既存ノードでの VCS の再設定
既存ノードで VCS を再設定します。
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既存のノードで VCS を再設定するには

1

ノード A で、ファイル /etc/llttab、/etc/llthosts、/etc/gabtab を作成します。ノード
B で作成したファイルを参考にして、/etc/llttab をノード A 用にカスタマイズします。

2

ノード A で LLT を起動します。
■

Solaris 10:
# /usr/sbin/svcadm enable llt

3

ノード A で GAB を起動します。
■

Solaris 10:
# /usr/sbin/svcadm enable gab

4

クラスタのメンバーシップを確認します。
# gabconfig -a

5

既存のノードから新しいノードにクラスタ UUID をコピーします。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -copy -from_sys ¥
node_name_in_running_cluster -to_sys new_sys1 ... new_sysn

クラスタ（node_name_in_running_cluster）内のノードからクラスタ UUID をコピー
するのは、new_sys1 から new_sysn を通してクラスタに参加させる必要があるシス
テムです。

6

ノード A で VCS を起動します。
# hastart

SMF を使用して VCS を開始するには、次のコマンドを使用します。
# svcadm enable vcs

7

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw

8

ノード B をクラスタに追加します。
# hasys -add sysB

9

ノード B を各サービスグループのシステムリストに追加します。
■

サービスグループを一覧表示します。

第 32 章 シングルノードクラスタへのノードの追加
ノードを単一ノードのクラスタに追加する

# hagrp -list
■

一覧に示された各サービスグループにノードを追加します。
# hagrp -modify group SystemList -add sysB 1

両方のシステムでの設定の検証
ノードの設定を確認します。
ノードの設定を確認するには

1

ノード B で、クラスタメンバーシップを確認します。
# gabconfig -a

2

ノード B で VCS を起動します。
# hastart

3

両方のノードで VCS が起動していることを確認します。
# hastatus

4

サービスグループを一覧表示します。
# hagrp -list

5

サービスグループをアンフリーズします。
# hagrp -unfreeze group -persistent

6

新しい 2 ノード設定を実装します。
# haconf -dump -makero
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33
クラスタノードの追加と削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

ノードの追加と削除について

■

VCS インストーラを使ったノードの追加

■

Web ベースのインストーラを使ったノードの追加

■

ノードを手動でクラスタに追加する

■

クラスタからノードを削除する

ノードの追加と削除について
VCS をインストールしてクラスタを作成したら、クラスタにノードを追加したり、クラスタから
ノードを削除したりできます。最大 64 のノードからなるクラスタを作成できます。
p.31 の 「VCS の重要なプリインストール情報」 を参照してください。

VCS インストーラを使ったノードの追加
VCS インストーラは次のタスクを実行します。
■

ノードと既存のクラスタが通信の必要条件を満たしていることを確認する。

■

新しいノードにインストールされている製品とパッケージを確認します。

■

新しいノードでネットワークインターフェースを検出し、インターフェースの設定を確認
します。

■

新しいノードで次のファイルを作成します。
/etc/llttab
/etc/VRTSvcs/conf/sysname

■

次の設定ファイルを更新し、新しいノードにコピーします。
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/etc/llthosts
/etc/gabtab
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
■

既存のクラスタから新しいノードに次のファイルをコピーする
/etc/vxfenmode
/etc/vxfendg
/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/default/llt
/etc/default/gab
/etc/default/vxfen

■

既存のクラスタで使っているフェンシングモードに応じて、ディスクベースのフェンシン
グまたはサーバーベースのフェンシングを設定する。

プロセスの終了後に、新しいノードが VCS クラスタに参加します。
メモ: 既存のクラスタにサーバーベースのフェンシングを設定した場合は、CP サーバーに
新しいノードのエントリが含まれていないことを確認します。CP サーバーにすでに新しい
ノードのエントリが含まれている場合は、クラスタにノードを追加する前にこれらのエントリ
を削除します。削除しない場合は、プロセスでエラーが起きることがあります。
VCS インストーラを使って既存の VCS クラスタにノードを追加するには

1

既存のクラスタのノードのいずれかに root ユーザーとしてログインします。

2

-addnode オプションを指定して VCS インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installvcs -addnode

インストーラにより、著作権メッセージと、一時インストールログの格納場所が表示さ
れます。

3

既存の VCS クラスタのノード名を入力します。インストーラでは既存のクラスタを識
別するためにノード情報が使われます。
Enter a node name in the VCS cluster to which
you want to add a node: galaxy

4

クラスタ情報を見直して確認します。
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5

クラスタに新しいノードとして追加するシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces
to add to the cluster: saturn

インストーラによってノードにインストールされた製品とパッケージが確認され、ネット
ワークインターフェースが検出されます。

6

第 1 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
メモ: 新しいノードの LLT 設定は、既存のクラスタと同じ設定にする必要があります。
既存のクラスタで UDP 経由の LLT が使われている場合は、新しいノードの UDP
経由の LLT について尋ねられます。
p.114 の 「プライベートハートビートリンクの設定」 を参照してください。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on saturn: [b,q,?] qfe:0

7

第 2 のプライベートハートビートリンクを設定するには、y と入力します。
メモ: クラスタの可用性を高くするために、少なくとも 2 つのプライベートハートビート
リンクを設定する必要があります。
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)

8

第 2 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
Enter the NIC for the second private heartbeat link
on saturn: [b,q,?] qfe:1

9

既存のクラスタに設定されている LLT リンクの数に応じて、新しいノードに追加プラ
イベートハートビートリンクを設定します。
インストーラによってネットワークインターフェースの設定が確認され、情報が表示さ
れます。

10 情報を確認します。
11 既存のクラスタで SMTP、SNMP、グローバルクラスタオプションを設定している場合
は、新しいノードの NIC 情報を求めるメッセージが表示されます。
Enter the NIC for VCS to use on saturn: qfe:2
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Web ベースのインストーラを使ったノードの追加
Web ベースのインストーラを使って、クラスタにノードを追加できます。
Web ベースのインストーラを使ってクラスタにノードを追加するには

1

［タスク（Task）］プルダウンメニューで、［クラスタノードの追加（Add a Cluster node）］
を選択します。
製品のプルダウンメニューから、製品を選択します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックします。

2

［OK］をクリックして、ノードを追加するための前提条件を確認します。

3

［システム名（System Names）］フィールドで、ノードを追加するクラスタ内でのノー
ドの名前を入力し、［OK］をクリックします。
システム間通信と互換性が検査されます。ノードの検査が失敗した場合は、エラー
を確認して問題を解決します。
クラスタの名前、ID、そのシステムの確認を求められたら、確認します。［はい（Yes）］
ボタンをクリックして続行します。

4

［システム名（System Names）］フィールドで、ノードとしてクラスタに追加するシステ
ムの名前を入力します。システム名はスペースで区切ります。［次へ（Next）］ボタン
をクリックします。
システム間通信と互換性が検査されます。システムの検査が失敗した場合は、エラー
を確認して問題を解決します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックします。確認を求められたら、システムを追加して続
行する場合は［はい（Yes）］ボタンをクリックします。

5

ハートビート NIC プルダウンメニューから、クラスタのハートビート NIC を選択します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックします。

6

追加が完了したら、ログファイルを確認します。シマンテック社にインストール情報を
送信します（任意）。［完了（Finish）］ボタンをクリックすると、クラスタへのノードの追
加が完了します。

ノードを手動でクラスタに追加する
クラスタに追加するシステムは、ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たしている必
要があります。
p.32 の 「VCS のハードウェア必要条件」 を参照してください。
クラスタの追加に必要なタスクを 表 33-1 に示します。この例は、すでに存在するノード
galaxy と nebula にノード saturn を追加する方法を示しています。
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表 33-1

クラスタにノードを追加する場合に必要なタスク

タスク

参照

ハードウェアを設定する。

p.387 の 「ハードウェアの設定」 を参照してください。

ソフトウェアを手動でインス
トールする。

p.203 の 「 手動インストールの準備」 を参照してください。

ライセンスキーを追加する。

p.209 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照
してください。

LLT と GAB を設定する。

p.392 の 「クラスタにノードを追加するときの LLT および GAB の設
定」 を参照してください。

UUID をコピーする。

p.379 の 「既存ノードでの VCS の再設定」 を参照してください。

p.207 の 「手動インストールにおける VCS パッケージ のインストー
ル」 を参照してください。

既存のクラスタが I/O フェン p.394 の 「新しいノードでの I/O フェンシングの設定」 を参照してく
シング用に設定されている場 ださい。
合、新しいノードで I/O フェン
シングを設定する。
既存のクラスタにノードを追加 p.398 の 「既存のクラスタへのノードの追加」 を参照してください。
する。
VCS を起動し、クラスタを検
証する。

p.399 の 「VCS の起動とクラスタの検証」 を参照してください。

ハードウェアの設定
図 33-1では、既存のクラスタに新しいシステムを設定する前に、クラスタにシステムを物
理的に追加する必要があることを示します。
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図 33-1

2 つのスイッチを使った、2 ノードクラスタへのノードの追加

パブリックネットワーク

プライベート
ネットワーク

新しいノード:
saturn

ハードウェアを設定するには

1

VCS プライベートネットワーク用イーサネットコントローラを接続します。
必要に応じて次のタスクを実行します。
■

2 ノードクラスタにノードを追加するとき、プライベートネットワーク接続のための
独立したスイッチまたはハブを使用します。2 ノードのクラスタにはクロスオーバー
ケーブルのみを使うことができます。そのためスイッチまたはハブのケーブルを
スワップアウトしなければならないことがあります。

■

すでに独立したハブを使っている場合は、新しいノードの 2 つのイーサネットコ
ントローラをその独立したハブに接続します。

図 33-1 は、2 つの独立したハブを使って、既存の 2 ノードクラスタに新しいノードを
追加している様子を示しています。

2

必要に応じて、システムを共有ストレージに接続します。

ノード追加時の手動による VCS ソフトウェアのインストール
VCS 6.0 パッケージを手動でインストールし、ライセンスキーを追加します。
詳しくは、次の項を参照してください。
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■

p.205 の 「VCS ソフトウェアの手動によるインストール」 を参照してください。

■

p.209 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

セキュアモードで動作するノードの設定
セキュアモードで動作しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで動作していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進んでください。
p.392 の 「クラスタにノードを追加するときの LLT および GAB の設定」 を参照してくださ
い。
以下のコマンド例では、表 33-2 に示す次の情報を使います。
表 33-2

コマンド例の定義

名前（Name）

完全修飾ホスト名（FQHN） 機能

saturn

saturn.nodes.example.com

クラスタに追加する新しいノード
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saturn ノードでの認証ブローカーの設定
saturn ノード上で認証ブローカーを設定するには

1

埋め込まれた認証ファイルを抽出し、一時ディレクトリにコピーします。
# mkdir -p /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup
# cd /tmp; gunzip -c /opt/VRTSvcs/bin/VxAT.tar.gz | tar xvf -

2

セットアップファイルを手動で編集します。
# /cat /etc/vx/.uuids/clusuuid 2>&1

出力は UUID を示す文字列です。この UUID （{ and } なし）はセットアップファイル
の ClusterName として使われます。
{UUID}
# cat /tmp/eat_setup 2>&1

ファイルの内容は次の例のようになります。
AcceptorMode=IP_ONLY
BrokerExeName=vcsauthserver
ClusterName=UUID
DataDir=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER
DestDir=/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver
FipsMode=0
IPPort=14149
RootBrokerName=vcsroot_uuid
SetToRBPlusABorNot=0
SetupPDRs=1
SourceDir=/tmp/VxAT/version
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3
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埋め込まれた認証ファイルを設定します。
# cd /tmp/VxAT/version/bin/edition_number; ¥
./broker_setup.sh/tmp/eat_setup
/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssregctl -s -f
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER/root/.VRTSat/profile ¥
/VRTSatlocal.conf -b 'Security¥Authentication ¥
¥Authentication Broker' -k UpdatedDebugLogFileName ¥
-v /var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log -t string

4

bkup ディレクトリ全体をコピーして、クラスタの単一ノードから saturn にブローカー

の信用証明をコピーします。
bkup ディレクトリの内容は次の例のようになります。
# cd /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup/
# ls
CMDSERVER

5

CPSADM CPSERVER

HAD

VCS_SERVICES

WAC

VCS_SERVICES ドメインをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/VCS_SERVICES -p password

6

HAD、CMDSERVER、CPSADM、CPSERVER、WAC のクレデンシャルをインポー
トします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCS_SERVICES -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/HAD -p password

7

saturn 上で vcsauthserver プロセスを開始します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh

392

第 33 章 クラスタノードの追加と削除
ノードを手動でクラスタに追加する

8

次のタスクを実行します。
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CLIENT
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST
# export EAT_DATA_DIR='/var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST'
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat setuptrust -b ¥
localhost:14149 -s high

9

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

クラスタにノードを追加するときの LLT および GAB の設定
新しいノードに LLT と GAB の設定ファイルを作成し、既存のノード上にあるファイルを更
新します。
クラスタにノードを追加するときに LLT を設定するには

1

新しいノードで、/etc/llthosts ファイルを作成します。また、クラスタ内の現在のノー
ドの各ファイルもアップグレードする必要があります。
たとえば、galaxy と nebula で構成されたクラスタに saturn を追加するとします。
■

いずれかの既存ノードのファイルが次のようになっていた場合は、
0 galaxy
1 nebula

■

新しいノードを含むすべてのノードのファイルを、次のようにアップグレードしま
す。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

2

新しいノードで /etc/llttab ファイルを作成し、「set-node」で始まる行に新しいノー
ドが指定されていることを確認します。
既存のノードのファイル /etc/llttab を参考にできます。
次の例は、ノード saturn がクラスタ ID 2 のクラスタの新しいノードであるシステムを
示しています。
■

Solaris SPARC の場合:

第 33 章 クラスタノードの追加と削除
ノードを手動でクラスタに追加する

set-node saturn
set-cluster 2
link qfe0 qfe:0 - ether - link qfe1 qfe:1 - ether - ■

Solaris x64 の場合:
set-node saturn
set-cluster 2
link e1000g0 e1000g:0 - ether - link e1000g1 e1000g:1 - ether - -

3

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/default/llt

4

新しいシステムで、次のコマンドを実行します。
# /sbin/lltconfig -c

UDP 経由の LLT では、新しいノードとクラスタ内のすべての既存のノードがルーター
で分離されていない場合、新しいノードは既存のクラスタに自動的に参加します。た
だし、IPv6 アドレスを使用する UDP6 経由の LLT リンクを使う場合や、新しいノード
と既存のノードがルーターで分離されている場合は、次の手順を実行してください。
■

各ノードで /etc/llttab ファイルを編集し、新しいノードのリンク情報を反映し
ます。

■

すべての既存のノードに新しいノードの UDP リンクのための IPv6 アドレスを指
定します。既存のノードへの UDP リンクごとに次のコマンドを実行します。
# /sbin/lltconfig -a set systemid device_tag address

クラスタにノードを追加するときに GAB を設定するには

1

新しいシステムでファイル /etc/gabtab を作成します。
■

既存のノードの /etc/gabtab ファイルが次のようになっていた場合は、
/sbin/gabconfig -c

新しいノードのファイルは同じファイルです。-c -nN オプション（N はクラスタノー
ドの総数）を使うことを推奨します。
■

既存のノードの /etc/gabtab ファイルが次のようになっていた場合は、
/sbin/gabconfig -c -n2
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新しいノードを含むすべてのノードのファイルを、クラスタノードの数の変更を反
映するように変更してください。たとえば、各ノードの新しいファイルは次のように
なります。
/sbin/gabconfig -c -n3
-n フラグは、VCS が起動する前に、クラスタを形成するために必要なノードの数

を VCS に通知します。

2

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/default/gab

3

GAB を設定するには、新しいノードで次のコマンドを実行します。
# /sbin/gabconfig -c

GAB を検証するには

1

新しいノードで、次のコマンドを実行します。
# /sbin/gabconfig -a

このコマンドの出力では、新しいノードを含むすべてのノードがポート a のメンバー
シップに表示されます。次に出力の例を示します。
GAB Port Memberships
====================================
Port a gen a3640003 membership 012

p.347 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

2

他のノード（galaxy と nebula）で同じコマンドを実行して、ポート a のメンバーシップ
に新しいノードが含まれていることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
====================================
Port a gen a3640003 membership 012
Port h gen fd570002 membership 01
Port h gen fd570002
visible ; 2

新しいノードでの I/O フェンシングの設定
既存のクラスタが I/O フェンシング用に設定されている場合、新しいノードで次のタスクを
実行します。
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■

新しいノードで I/O フェンシングを設定する準備を行います。
p.395 の 「新しいノードでの I/O フェンシング設定の準備」 を参照してください。

■

既存のクラスタがサーバーベースのフェンシングを実行している場合、新しいノードで
サーバーベースのフェンシングを設定します。
p.396 の 「新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定」 を参照してくださ
い。
既存のクラスタがディスクベースのフェンシングを実行している場合、追加手順を実行
する必要はありません。次のタスクに進んでください。I/O フェンシングファイルをコ
ピーし、I/O フェンシングを開始した後に、ディスクベースのフェンシングが自動的に
開始します。

■

既存のノードから新しいノードに I/O フェンシングファイルをコピーし、新しいノードで
I/O フェンシングを開始します。
p.397 の 「新しいノードでの I/O フェンシングの開始」 を参照してください。

既存のクラスタが I/O フェンシング用に設定されていない場合は、既存のクラスタに新し
いノードを追加する手順を実行します。
p.398 の 「既存のクラスタへのノードの追加」 を参照してください。

新しいノードでの I/O フェンシング設定の準備
新しいノードで I/O フェンシングを設定し開始する前に、次のタスクを実行します。
新しいノードで I/O フェンシングを設定する準備を行うには

1

既存のクラスタで実行しているフェンシング機構がディスクベースかサーバーベース
かを判断します。既存のクラスタ内のいずれかのノードで、次のコマンドを実行しま
す。
# vxfenadm -d

出力のフェンシングモードが SCSI3 なら、クラスタで使われているフェンシングはディ
スクベースです。
出力のフェンシングモードが CUSTOMIZED なら、クラスタで使われているフェンシ
ングはサーバーベースです。

2

次の場合、新しいノードで VxVM（Veritas Volume Manager）をインストールし設
定します。
■

既存のクラスタでディスクベースのフェンシングを使っている。

■

既存のクラスタで、コーディネータディスクが少なくとも 1 つあるサーバーベース
のフェンシングを使っている。

既存のクラスタで、すべてのコーディネーションポイントが CP サーバーであるサー
バーベースのフェンシングを使っている場合は、この手順を実行する必要はありま
せん。
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インストール手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High
Availability インストールガイド』を参照してください。

新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定
ここでは、新しいノードにサーバーベースのフェンシングを設定するための手順について
説明します。既存のクラスタで、設定されているサーバーベースのフェンシングのモード
が、セキュアモードか非セキュアモードかに応じて、次の手順のいずれかのタスクを実行
します。
■

非セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには」

■

セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには」

新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c clus1 -h saturn -n2
Node 2 (saturn) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a list_nodes

コマンドの出力に、新しいノードが一覧表示される必要があります。

4

各 CP サーバーに、VCS ユーザー cpsclient@saturn を追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_user -e cpsclient@saturn ¥
-f cps_operator -g vx
User cpsclient@saturn successfully added
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新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c clus1 -h saturn -n2
Node 2 (saturn) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_nodes

出力に新しいノードが一覧表示される必要があります。

vxfen サービスグループへの新しいノードの追加
vxfen サービスグループに新しいノードを追加するには、次の手順に従います。
CLI を使って vxfen グループに新しいノードを追加するには

1

既存の VCS クラスタノードのいずれかで、クラスタの設定を読み書き両用モードに
設定します。
# haconf -makerw

2

既存の vxfen グループに saturn を追加します。
# hagrp -modify vxfen SystemList -add saturn 2

3

VCS クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero

新しいノードでの I/O フェンシングの開始
既存のノードから新しいノードに I/O フェンシングファイルをコピーし、新しいノードで I/O
フェンシングを開始します。このタスクは、既存のクラスタで設定されているフェンシング
機構に基づいて I/O フェンシングを開始します。
新しいノードで I/O フェンシングを開始するには

1

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに、次の I/O フェンシング設
定ファイルをコピーします。
■

/etc/vxfenmode
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2

■

/etc/vxfendg: このファイルはディスクベースのフェンシングにのみ必要です。

■

/etc/default/vxfen

新しいノードで I/O フェンシングを開始します。
# svcadm enable vxfen

3

新しいノードで GAB 設定コマンドを実行して、ポート b のメンバーシップが作成され
ていることを確認します。
# gabconfig -a

既存のクラスタへのノードの追加
クラスタ内のいずれかの既存ノードで、次の操作を行います。
既存のクラスタに新しいノードを追加するには

1

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードにクラスタ UUID をコピーしま
す。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -copy -from_sys ¥
node_name_in_running_cluster -to_sys new_sys1 ... new_sysn

ここでは、クラスタ内のノード（node_name_in_running_cluster）のクラスタ UUID
を、クラスタに参加させる new_sys1 から new_sysn までのシステムにコピーしてい
ます。

2

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/default/vcs

3

次のコマンドを入力します。
# haconf -makerw

4

新しいシステムをクラスタに追加します。
# hasys -add saturn

5

main.cf ファイルを既存のノードから新しいノードにコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/
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6

VCS 設定ファイルを確認します。エラーメッセージが表示されず、戻り値がゼロの場
合、構文は適切です。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config/

7

必要に応じて、追加するシステムの属性を変更します。

8

次のコマンドを入力します。
# haconf -dump -makero

VCS の起動とクラスタの検証
新しいノードをクラスタに追加したら、VCS を起動し、クラスタを検証します。
VCS を起動し、クラスタを検証するには

1

新しく追加したシステムで VCS を起動するには、次のコマンドを実行します。
# hastart

SMF を使用して VCS を開始するには、次のコマンドを使用します。
# svcadm enable vcs

2

各ノードで GAB 設定コマンドを実行して、ポート a とポート h のメンバーシップに新
しいノードが含まれていることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a3640003 membership 012
Port h gen fd570002 membership 012

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、GAB 出力にもポート b のメンバー
シップが表示されます。

クラスタからノードを削除する
表 33-3 は、クラスタからノードを削除する場合に必要なタスクを示しています。次の手順
例では、クラスタがノード galaxy、nebula、saturn で構成されており、クラスタからノード
saturn を切り離します。
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表 33-3

ノードの削除に必要なタスク

タスク
■

設定ファイルをバックアップします。

■

ノードとサービスグループの状態を確認します。

参照
p.400 の 「ノードとサービスグループの状態
の確認」 を参照してください。

クラスタから切り離されるノード上の VCS サービス p.401 の 「VCS 設定から切り離されるノード
グループをすべて切り替えるか、または削除しま の削除」 を参照してください。
す。
■ VCS 設定からノードを削除します。
■

変更を反映するように、llthosts（4）ファイルと gabtab p.404 の 「残りの各ノードでの設定ファイル
（4）ファイルを修正します。
の修正」 を参照してください。
サーバーベースの I/O フェンシングを使うように既存 p.405 の 「CP サーバーからのノード設定の
のクラスタを設定した場合は、CP サーバーからノード 削除」 を参照してください。
設定を削除します。
セキュアモードで動作しているクラスタのために、削除 p.406 の 「削除するノードからセキュリティの
するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除し クレデンシャルを削除する」 を参照してくだ
ます。
さい。
クラスタから切り離されるノード上で、次の操作を行い p.406 の 「切り離されるノードでの LLT と
ます。
GAB のアンロードと VCS の削除」 を参照
してください。
■ LLT、GAB、VCS の起動スクリプトを修正して、クラ
スタに影響を与えずにノードを再起動できるように
します。
■ LLT ユーティリティと GAB ユーティリティを設定解
除し、アンロードします。
■ VCS パッケージを削除します。

ノードとサービスグループの状態の確認
例の中で、クラスタに残すクラスタノード galaxy またはノード nebula のいずれかで、次
のコマンドを実行して開始します。
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ノードとサービスグループの状態を確認するには

1

現在の設定ファイル main.cf のバックアップコピーを作成します。
# cp -p /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.goodcopy

2

システムとサービスグループの状態を確認します。
# hastatus -summary
--A
A
A

SYSTEM STATE
System
State
galaxy
RUNNING
nebula
RUNNING
saturn
RUNNING

--B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
galaxy
grp1
nebula
grp2
galaxy
grp3
nebula
grp3
saturn
grp4
saturn

Frozen
0
0
0

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N
N
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE

hastatus コマンドの出力例は、ノード galaxy、nebula、saturn がクラスタ内のノー

ドであることを示しています。また、サービスグループ grp3 も、ノード nebula とノー
ド saturn（切り離されるノード）で動作するように設定されています。サービスグルー
プ grp4 はノード saturn のみで動作します。サービスグループ grp1 と grp2 はノー
ド saturn では動作しません。

VCS 設定から切り離されるノードの削除
クラスタからノードを削除する前にノードで実行するサービスグループを識別する必要が
あります。
それから次の処理のいずれかを実行する必要があります。
■

他のサービスグループが依存するサービスグループを削除します。

■

他のサービスグループが依存する別のノードにサービスグループを切り替えます。
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切り離されるノードからサービスグループを削除するか、切り替えるには

1

切り離されるノード上のフェールオーバーサービスグループを切り替えます。grp3
をノード saturn からノード nebula に切り替えることができます。
# hagrp -switch grp3 -to nebula

2

切り離されるノードで動作するすべてのサービスグループに関する依存関係を確認
します。たとえば、grp4 は、切り離されるノードでのみ動作します。
# hagrp -dep

3

切り離されるノード上のサービスグループが他のサービスグループを必要とする場
合、つまり、他のノード上のサービスグループの親である場合は、そのサービスグ
ループのリンクを解除します。
# haconf -makerw
# hagrp -unlink grp4 grp1

これらのコマンドを使うと、設定を編集して、grp1 に対する grp4 の必要条件を削除
できます。

4

切り離されるノードで、VCS を停止します。
# hastop -sys saturn

SMF を使用して VCS を停止するには、次のコマンドを実行します。
# svcadm disable vcs
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5

もう一度状態を確認します。切り離されるノードの状態が EXITED と表示される必要
があります。フェールオーバーが必要な任意のサービスグループが他のノードでオ
ンラインであることを確かめます。
# hastatus -summary

6

--A
A
A

SYSTEM STATE
System
State
galaxy
RUNNING
nebula
RUNNING
saturn
EXITED

--B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
galaxy
grp1
nebula
grp2
galaxy
grp3
nebula
grp3
saturn
grp4
saturn

Frozen
0
0
0

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N
Y
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE

サービスグループ grp3 と grp4 の SystemList 属性から、切り離されるノードを取り
除きます。
# hagrp -modify grp3 SystemList -delete saturn
# hagrp -modify grp4 SystemList -delete saturn

7

切り離されるノードでのみ動作するサービスグループについては、リソースをグルー
プから削除した後にグループを削除します。
# hagrp -resources grp4
processx_grp4
processy_grp4
# hares -delete processx_grp4
# hares -delete processy_grp4

8

切り離されるノード上で動作するように設定されたサービスグループを削除します。
# hagrp -delete grp4
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9

状態を確認します。
# hastatus -summary
-- SYSTEM STATE
-- System
State

Frozen

A
A
A

galaxy
nebula
saturn

0
0
0

--B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
galaxy
grp1
nebula
grp2
galaxy
grp3
nebula

RUNNING
RUNNING
EXITED

Probed
Y
Y
Y
Y

10 クラスタからノードを削除します。
# hasys -delete saturn

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

残りの各ノードでの設定ファイルの修正
クラスタに残す各ノードで、次の操作を行います。

AutoDisabled
N
N
N
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
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残りの各ノードで設定ファイルを修正するには

1

必要に応じて、/etc/gabtab ファイルを修正します。
/sbin/gabconfig コマンドの引数が -c のみの場合はこのファイルを変更する必

要はありません。-nN オプションを使うことをお勧めします。ここで、N はクラスタシス
テムの数です。
コマンドの形式が /sbin/gabconfig -c -nN の場合（N はクラスタシステム数）は、
N がクラスタ内の実際のノード数と同数か、小さな値に変更してください。N がノード
数よりも大きいとき、GAB は自動的にシーディングしません。
/sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧めしません。

2

残りの各ノードで /etc/llthosts ファイルを修正して、切り離されるノードのエントリを
取り除きます。
次に変更の例を示します。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

変更後:
0 galaxy
1 nebula

CP サーバーからのノード設定の削除
VCS クラスタからノードを削除した後、次の手順を実行して、CP サーバーからそのノード
の設定を削除します。
メモ: この手順は、cpsadm コマンドを使って実行します。cpsadm コマンドについて詳しく
は、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
CP サーバーからノード設定を削除するには

1

root ユーザーとして CP サーバーにログインします。

2

次のコマンドを使って、CP サーバーの VCS ユーザーのリストを表示します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで、cp_server は、CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名です。
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3

クラスタから以前に削除したノードと関連付けられている VCS ユーザーを削除しま
す。
非セキュアモードの CP サーバーの場合
# cpsadm -s cp_server -a rm_user ¥
-e cpsclient@saturn -f cps_operator

4

CP サーバーからのノードエントリを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_node

5

-g vx

-h saturn -c clus1 -n 2

CP サーバーのノードのリストを表示して、ノードエントリが削除されたことを確認しま
す。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する
削除するノードが、セキュアモードで動作中のクラスタの一部であれば、ノード saturn か
らセキュリティのクレデンシャルを削除する必要があります。次の手順を実行します。
セキュリティのクレデンシャルを削除するには

1

AT プロセスを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh ¥
stop

2

クレデンシャルを削除します。
# rm -rf /var/VRTSvcs/vcsauth/data/

切り離されるノードでの LLT と GAB のアンロードと VCS の削除
クラスタから切り離されるノードで、次の操作を行います。
Storage Foundation and High Availability 製品の一部として VCS を設定している場
合、次のすべての製品を削除する前に、依存している他のパッケージを削除しておく必
要がある場合があります。
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LLT と GAB を設定解除およびアンロードし、VCS を削除するには

1

I/O フェンシングを有効モードに設定した場合、I/O フェンシングを停止します。
# svcadm disable -t vxfen

2

GAB と LLT を設定解除します。
# /sbin/gabconfig -U
# /sbin/lltconfig -U

3

カーネルから GAB と LLT モジュールをアンロードします。
■

カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep gab
# modinfo | grep llt

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。
■

カーネルからモジュールをアンロードします。
# modunload -i gab_id
# modunload -i llt_id

4

LLT、GAB、または VCS が起動しないように起動ファイルを無効にします。
# /usr/sbin/svcadm disable -t llt
# /usr/sbin/svcadm disable -t gab
# /usr/sbin/svcadm disable -t vcs

5

削除するパッケージを確認するには、次のように入力します。
# pkginfo | grep VRTS
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6

システムから VCS パッケージを完全に削除するには、pkgrm コマンドを使います。
まず、オプションでインストールされている可能性のある次のパッケージを、次に示
す順序で削除します。
# pkgrm VRTSvcsea
# pkgrm VRTSat
# pkgrm VRTSvcsag
# pkgrm VRTScps
# pkgrm VRTSvcs
# pkgrm VRTSamf
# pkgrm VRTSvxfen
# pkgrm VRTSgab
# pkgrm VRTSllt
# pkgrm VRTSspt
# rpm -e VRTSsfcpi60
# pkgrm VRTSperl
# pkgrm VRTSvlic

7

LLT と GAB 設定ファイルを削除します。
# rm /etc/llttab
# rm /etc/gabtab
# rm /etc/llthosts

8

言語パッケージとパッチを削除します。
p.367 の 「VCS パッケージの手動による削除」 を参照してください。

11
インストールの参考情報

■

付録 A. VCS インストールパッケージ

■

付録 B. インストールコマンドのオプション

■

付録 C. VCS 6.0 付属エージェントの変更点

■

付録 D. 設定ファイル

■

付録 E. シングルノードへの VCS のインストール

■

付録 F. UDP 上での LLT の設定

■

付録 G. セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定

■

付録 H. VCS インストールのトラブルシューティング

■

付録 I. CP サーバーベースの I/O フェンシングの VCS クラスタ 設定図サンプル

■

付録 J. NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致

■

付録 K. 他の製品とともに Veritas Cluster Server をインストールする場合の互換性
問題
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A
VCS インストールパッケージ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Cluster Server インストールパッケージ

Veritas Cluster Server インストールパッケージ
表 A-1 は各 Veritas Cluster Server パッケージのパッケージ名と内容を示します。
表 A-1

Veritas Cluster Server パッケージ

パッケージ

内容

必須またはオプション

VRTSamf

プロセスとマウントベースのエージェ 必須
ント用の Veritas Asynchronous
Monitoring Framework カーネルド
ライバ機能のバイナリが含まれていま
す。

VRTScps

Veritas Coordination Point Server オプション。Coordination Point
用のバイナリが含まれています。
Server（CPS）に必要です。

VRTSgab

Veritas Cluster Server グループメ 必須
ンバーシップおよび自動ブロードキャ
VRTSllt によって決まります。
ストサービス用のバイナリが含まれて
います。

VRTSllt

Veritas Cluster Server 低遅延トラン 必須
スポート用のバイナリが含まれていま
す。

VRTSperl

Veritas 用の Perl バイナリが含まれ 必須
ています。
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パッケージ

内容

必須またはオプション

VRTSsfcpi60

Veritas Storage Foundation 共通
製品インストーラ

必須

Storage Foundation 共通製品イン
ストーラのパッケージには、次を実行
するスクリプトが含まれています。
■

インストール

■

設定

■

アップグレード

■

アンインストール

■

ノードの追加

■

ノードの削除

■

その他

このスクリプトを使用して、ネーティブ
オペレーティングシステムのインストー
ル、設定、アップグレードを単純化す
ることができます。
VRTSspt

Veritas Software Support Tools 用 推奨構成パッケージ、オプション
のバイナリが含まれています。

VRTSvcs

VRTSvcs には、次のコンポーネント 必須
があります。
VRTSperl と VRTSvlic によって決ま
■ Veritas Cluster Server 用のバ ります。
イナリが含まれています。
■ Veritas Cluster Server マニュア
ルページ用のバイナリが含まれて
います。
■ Veritas Cluster Server English
メッセージカタログ用のバイナリが
含まれています。
■ Veritas Cluster Server ユーティ
リティ用のバイナリが含まれてい
ます。これらのユーティリティには
セキュリティサービスが含まれて
います。

VRTSvcsag

Veritas Cluster Server 付属エー
必須
ジェント用のバイナリが含まれていま
VRTSvcs によって決まります。
す。
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パッケージ

内容

必須またはオプション

VRTSvcsea

DB2、Sybase、および Oracle 用の高 VCS のオプションDB2、Sybase また
可用性エージェントのバイナリが含ま は Oracle 用の高可用性エージェン
れています。
トと VCS を併用する場合に必要で
す。

VRTSvlic

Symantec License Utilities 用のバ 必須
イナリが含まれています。

VRTSvxfen

Veritas I/O フェンシング用のバイナ フェンシングの使用に必要です。
リが含まれています。
VRTSgab によって決まります。

VRTSsfmh

推奨される Veritas Storage
Foundation 管理対象ホスト

推奨構成

Storage Foundation 管理対象ホス
トの設定情報を検出します。この情報
は中央データベースに格納されま
す。このデータベースはこのリリース
の一部ではありません。データベー
スは次の場所から個別にダウンロー
ドする必要があります。
http://www.symantec.com/business/
storage-foundation-manager
VRTSvbs

Virtual Business Service の設定で、 推奨構成
Veritas Operations Manager の管
VRTSsfmh によって決まります。
理対象ホストの VBS コマンドラインイ
VRTSsfmh のバージョンは、インス
ンターフェースを有効にします。
トールされる VRTSvbs のために、4.1
詳しくは『Virtual Business
以降である必要があります。
Service?Availability User’s Guide』
を参照してください。

VRTSvcsnr

Oracle VM サーバーの論理ドメイン 省略可能
のネットワーク再設定サービスです。
ディザスタリカバリのためドメインを設
定する場合は、Oracle VM サーバー
の論理ドメイン内に VRTSvcsnr を手
動でインストールする必要があります。

表 A-2 は各 Veritas Cluster Server 言語パッケージのパッケージ名、内容、種類を示し
ます。
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表 A-2

Veritas Cluster Server 言語パッケージ

パッケージ

内容

パッケージの種類

VRTSmulic

他言語版の Symantec License
Utilities が含まれています。

共通の L10N パッケージ

VRTSatJA

日本語パッケージ

VRTSjacav

Japanese VERITAS Cluster Server 日本語パッケージ
Agent Extensions for Storage
Cluster File System - Manual
Pages and Message Catalogs 用の
バイナリが含まれています。

VRTSjacse

Japanese Veritas High Availability 日本語パッケージ
Enterprise Agents by Symantec が
含まれています。

VRTSjacs

Veritas Cluster Server Japanese
日本語パッケージ
Message Catalogs by Symantec 用
のバイナリが含まれています。

VRTSjacsu

Japanese Veritas Cluster Utility
日本語パッケージ
Language Pack by Symantec 用の
バイナリが含まれています。

VRTSjadba

Japanese RAC support package by 日本語パッケージ
Symantec 用のバイナリが含まれて
います。

VRTSjadbe

Japanese Storage Management
日本語パッケージ
Software for Databases - Message
Catalog が含まれています。

VRTSjafs

Japanese Language Message
日本語パッケージ
Catalog and Manual Pages for
VERITAS File System 用のバイナリ
が含まれています。

VRTSjaodm

Japanese Message Catalog and
日本語パッケージ
Man Pages for ODM 用のバイナリが
含まれています。

VRTSjavm

Japanese Virtual Disk Subsystem 日本語パッケージ
Message Catalogs and Manual
Pages 用のバイナリが含まれていま
す。
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パッケージ

内容

パッケージの種類

VRTSzhvm

Chinese Virtual Disk Subsystem
Message Catalogs and Manual
Pages 用のバイナリが含まれていま
す。

中国語パッケージ
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B
インストールコマンドのオプ
ション
この付録では以下の項目について説明しています。
■

installvcs プログラムのコマンドオプション

■

uninstallvcs プログラムのコマンドオプション

installvcs プログラムのコマンドオプション
installvcs コマンドは、次の形式を使います。
installvcs [ system1 system2... ]
[ -install | -configure | -uninstall | -license
| -upgrade | -precheck | -requirements | -start | -stop
| -postcheck ]
[ -responsefile response_file ]
[ -logpath log_path ]
[ -tmppath tmp_path ]
[ -tunablesfile tunables_file ]
[ -timeout timeout_value ]
[ -keyfile ssh_key_file ]
[ -hostfile hostfile_path ]
[ -pkgpath pkg_path ]
[ -rootpath root_path ]
[ -jumpstart jumpstart_path ]
[ -flash_archive flash_archive_path ]
[ -serial | -rsh | -redirect | -installminpkgs
| -installrecpkgs | -installallpkgs | -minpkgs
| -recpkgs | -allpkgs | -pkgset | -pkgtable | -pkginfo
| -makeresponsefile | -comcleanup | -version | -nolic
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|
|
|
|

-ignorepatchreqs | -settunables | -security | -securityonenode
-securitytrust | -addnode | -fencing | -upgrade_kernelpkgs
-upgrade_nonkernelpkgs | -rolling_upgrade
-rollingupgrade_phase1
| -rollingupgrade_phase2 ]

表 B-1 は、installvcs コマンドと uninstallvcs コマンドで使われるオプションの統合
されたリストです。
表 B-1

installvcs と uninstallvcs のオプション

オプションの構文

説明

-addnode

指定されたノードをクラスタに追加します。このコマンドオプションを使って
ノードを追加するには、クラスタがオンラインである必要があります。

-allpkgs

すべての VCS パッケージのリストを表示します。installvcs プログラムによ
り、パッケージが正しいインストール順序で一覧表示されます。
出力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプトまたはネットワー
ク経由のインストールスクリプトを作成できます。
-minpkgs と -recpkgs オプションを参照してください。

-comcleanup

インストーラによってシステムに追加された ssh または ssh の設定を削除し
ます。このオプションは、ssh または rsh の自動設定を実行したインストー
ルルーチンが突然終了したときにのみ必要になります。

-configure

-install オプションを使って VCS をインストールした後に VCS を設定し
ます。
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オプションの構文

説明

-copyinstallscripts 手動で製品をインストールするときに、製品メディアではなく、システムに保
存したインストールスクリプトを使って製品の設定、アンインストール、ライセ
ンス付与タスクを実行したい場合に、このオプションを使います。
-rootpath オプションで代替 rootpath を使っているときにこのオプショ
ンを指定すると、インストールスクリプトは代替 rootpath にコピーされます。
次の例で、このオプションの使い方を示します。
■

./installer -copyinstallscripts

このリリース内のすべての製品のインストールおよびアンインストールス
クリプトが /opt/VRTS/install にコピーされます。また、Perl インストー
ルライブラリが /opt/VRTSperl/lib/site_perl/release_name にコピー
されます。
■ ./installproduct_name -copyinstallscripts
指定した製品とその製品のサブセット製品のインストールおよびアンイ
ンストールスクリプトが /opt/VRTS/install にコピーされます。また、Perl
インストールライブラリが /opt/VRTSperl/lib/site_perl/release_name
にコピーされます。
■ ./installer -rootpath alt_root_path
-copyinstallscripts
パス alt_root_path には、/rdisk2 などのディレクトリを指定できます。
その状態でこのコマンドを実行すると、リリース内のすべての製品のイン
ストールおよびアンインストールスクリプトが /rdisk2/opt/VRTS/install
にコピーされます。CPI perl ライブラリは
/rdisk2/opt/VRTSperl/lib/site_perl/release_name にコピーされま
す。たとえば、6.0 リリースの場合、release_name は UXRT60 です。
-fencing

VCS を設定した後に I/O フェンシングを設定します。スクリプトにより、ディ
スクベースの I/O のフェンシングまたはサーバーベースの I/O フェンシング
を設定するためのオプションが提供されます。

-flash_archive フラッシュアーカイブスクリプトを生成します。このスクリプトは、Solaris
Jumpstart Server が、各製品に対してすべてのパッケージとパッチのフ
ラッシュアーカイブを自動インストールするために使えます。展開後のスクリ
プトを格納するために利用できる場所は、絶対パスとして指定する必要が
あります。
-hostfile

インストーラにシステム名を含んでいるファイルの場所を指定します。

-install

VCS を設定せずに製品 パッケージ をシステムにインストールします。

-installallpkgs インストール対象のすべてのパッケージを選択します。
-allpkgs オプションを参照してください。
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オプションの構文

説明

-installminpkgs インストール対象の最小限のパッケージを選択します。
-minpkgs オプションを参照してください。
-installrecpkgs インストール対象の推奨構成のパッケージを選択します。
-recpkgs オプションを参照してください。
-jumpstartdir_path Solaris JumpStart サーバーが Veritas 製品に対して使用できる終了スク
リプトを生成するには、このオプションを使います。dir_path は、インストー
ラが終了スクリプトを格納する必要がある既存のディレクトリへのパスを示し
ます。
-keyfilessh_key_file SSH のキーファイルを指定します。このオプションによって、各 SSH 呼び出
しで -i ssh_key_file が渡されます。
-license

指定したシステムで、製品ライセンスの登録または更新を行います。このオ
プションはデモライセンスの更新に便利です。

-logpath
log_path

installvcs のログファイル、概略ファイル、応答ファイルが保存される場所
が /opt/VRTS/install/logs ではなく、log_path であることを指定します。

-makeresponsefile 応答ファイルを生成します。このオプションを使用すると、実際のソフトウェ
アインストールは行われません。
応答ファイルを作成します。または、VCS をアンインストールするための準
備がシステム構成で整っていることを検証します。
-minpkgs

VCS の最小パッケージのリストを表示します。installvcs プログラムにより、
パッケージが正しいインストール順序で一覧表示されます。リストにはオプ
ションの パッケージ は含まれません。
出力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプトまたはネットワー
ク経由のインストールスクリプトを作成できます。
-allpkgs と -recpkgs オプションを参照してください。

-nolic

ライセンス付与や設定を行わずに製品パッケージをシステムにインストール
します。このオプションを使うと、ライセンスベースの機能やそのバリアントは
インストールされません。
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オプションの構文

説明

-pkginfo

パッケージのリストをインストールの順序で、ユーザーにわかりやすい形式
で表示します。
このオプションは次のオプションのいずれかと一緒に使います。
■

-allpkgs

■

-minpkgs

■

-recpkgs

オプションを指定しない場合、パッケージの 3 つのリストがすべて表示され
ます。
-pkgpath
pkg_path

すべてのシステムに installvcs プログラム がインストールしようとしている
パッケージのすべてが pkg_path に含まれることを指定します。pkg_path
は、ディレクトリの絶対パスであり、通常は NFS でマウントされています。

-pkgset

指定されたシステムにインストールされている 6.0 パッケージを検出し、リス
トします。

-pkgtable

VCS 6.0 パッケージを正しいインストール順序で表示します。

-postcheck

さまざまな HA およびファイルシステム関連プロセス、さまざまなポートの利
用可能性、クラスタ関連サービスグループの利用可能性を検査します。

-precheck

VCS のインストールを続行する前に、システムがインストールの必要条件を
満たしていることを確認します。
VCS をインストールする前に事前チェックすることを推奨します。
p.70 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してください。

-recpkgs

VCS の推奨されるパッケージのリストを表示します。installvcs プログラムに
より、パッケージが正しいインストール順序で一覧表示されます。リストには
オプションの パッケージ は含まれません。
出力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプトまたはネットワー
ク経由のインストールスクリプトを作成できます。
-allpkgs と -minpkgs オプションを参照してください。

-requirements

VCS をインストールするための必須のオペレーティングシステムのバージョ
ン、必須のパッチ、ファイルシステム領域、およびその他のシステムの必要
条件のリストを表示します。
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オプションの構文

説明

-responsefile
response_file

プロンプトに情報を入力するのではなく、指定したファイルに格納されてい
るシステム情報と設定情報を使って、VCS の自動インストールを実行しま
す。
応答ファイルは -responsefile オプションを使って指定する必要があります。
指定しない場合、応答ファイルは installernumber.response として
自動的に生成されます。number はランダムな番号です。以降のインストー
ルで応答ファイルを使うには、そのファイルを編集する必要があります。ファ
イル内で変数フィールドを定義します。
p.177 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してください。
p.183 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.287 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してくださ
い。

-rootpath
root_path

すべてのパッケージのインストールで root_path がルートロケーションにな
るように指定します。
Solaris の場合、-rootpath は -R root_path を pkgadd コマンドに
渡します。

-redirect

インストーラがインストール中に進行バーの詳細を表示する必要がないこと
を指定します。

-rsh

システム間の通信に ssh と scp ではなく、rsh と rcp を使うことを指定しま
す。このオプションを使うには、rsh コマンドを、パスワードや確認のプロン
プトを表示しないで実行するように、システムを再設定する必要があります。

-security

VCS クラスタのセキュアモードを有効と無効を切り替えます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

-securityonenode パスワード不要の ssh またはパスワード不要の rsh をサポートしない環境
のノードによって、セキュアクラスタノードを形成します。
p.121 の 「ノード別のセキュアクラスタノードの設定」 を参照してください。
-securitytrust VCS クラスタとブローカーの間に信頼関係を構築します。
p.119 の 「VCS クラスタの信頼関係の設定」 を参照してください。
-serial

シリアル方法でシステムのインストール、アンインストール、起動、停止の操
作を実行します。デフォルトで、インストーラはすべてのシステムでこれらの
操作を同時に実行します。
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installvcs プログラムのコマンドオプション

オプションの構文

説明

-start

VCS のデーモンとプロセスを起動します。
installvcs プログラムがすべての VCS プロセスの起動に失敗した場合は、
-stop オプションを使ってすべてのプロセスを停止してから、-start オプショ
ンを使ってプロセスを起動できます。
-stop オプションを参照してください。
p.494 の 「Veritas 製品のプロセスの開始と停止」 を参照してください。

-stop

VCS のデーモンとプロセスを停止します。
installvcs プログラムがすべての VCS プロセスの起動に失敗した場合は、
-stop オプションを使ってすべてのプロセスを停止してから、-start オプショ
ンを使ってプロセスを起動できます。
-start オプションを参照してください。
p.494 の 「Veritas 製品のプロセスの開始と停止」 を参照してください。

-timeout

インストーラがインストールの間に発行する各コマンドのために、タイムアウ
ト値（秒単位）を指定します。デフォルトのタイムアウト値は 600 秒に設定さ
れています。

-tmppath
tmp_path

tmp_path が installvcs プログラムの作業ディレクトリになるように指定しま
す。このパスは /var/tmp のパスと異なっています。このディレクトリは、
installvcs プログラムが最初のログを記録し、installvcs プログラムがインス
トールの前にリモートシステムの パッケージをコピーする場所です。

-uninstall

指定されたシステムから VCS をアンインストールします。

-upgrade

指定されたシステムにインストールされているパッケージをアップグレードし
ます。

ローリングアップグレードの段階 1 の間に、製品のカーネルパッケージを最
rollingupgrade_phase1 新版にアップグレードします。
ローリングアップグレードの段階 2 の間に、VCS とその他のエージェントパッ
rollingupgrade_phase2 ケージを最新版にアップグレードします。製品のカーネルドライバは、最新
のプロトコルバージョンにローリングアップグレードされます。
- version

インストール済みの製品とバージョンをチェックして表示します。製品のイン
ストール済みパッケージと見つからないパッケージを洗い出します。インス
トール済みパッケージの数と、見つからないパッケージがある場合はその数
を含む概略が表示されます。インターネット接続が利用可能である場合、イ
ンストール済みの製品に対してインストールされているパッチ、Hotfix、利
用可能な更新を一覧表示します。
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uninstallvcs プログラムのコマンドオプション

オプションの構文

説明

-settunables

製品のインストールと設定後に、チューニングパラメータを設定します。チュー
ニングパラメータ値を有効にするために、インストールされた製品のプロセ
スの再起動が必要になる場合があります。このオプションは、
-tunablesfile オプションと一緒に使う必要があります。

-tunablesfile

設定するチューニングパラメータを格納している、チューニングパラメータ
ファイルを指定します。

-upgrade_kernelpkgs -rollingupgrade_phase1 に名前が変更されました。
-upgrade_nonkernelpkgs -rollingupgrade_phase2 に名前が変更されました。

uninstallvcs プログラムのコマンドオプション
uninstallvcs コマンドは、次の形式を使います。
uninstallvcs [ system1 system2... ]
[ -uninstall ]
[ -responsefile response_file ]
[ -logpath log_path ]
[ -tmppath tmp_path ]
[ -tunablesfile tunables_file ]
[ -timeout timeout_value ]
[ -keyfile ssh_key_file ]
[ -hostfile hostfile_path ]
[ -pkgpath pkg_path ]
[ -rootpath root_path ]
[ -jumpstart jumpstart_path ]
[ -flash_archive flash_archive_path ]
[ -serial | -rsh | -redirect | -makeresponsefile
| -comcleanup | -version | -nolic | -ignorepatchreqs
| -settunables | -security | -securityonenode
| -securitytrust | -addnode | -fencing | -upgrade_kernelpkgs
| -upgrade_nonkernelpkgs | -rolling_upgrade
| -rollingupgrade_phase1
| -rollingupgrade_phase2 ]
uninstallvcs コマンドオプションの説明については、次を参照してください。

p.418 の 表 B-1 を参照してください。

C
VCS 6.0 付属エージェントの
変更点
この付録では以下の項目について説明しています。
■

非推奨エージェント

■

新しいエージェント

■

VCS 6.0 エージェントの新しい属性と変更された属性

■

手動での非推奨のリソースタイプの削除と属性の修正

■

新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティングシステムのアカウントを
使った場合）

非推奨エージェント
次のエージェントはサポート対象外になりました。
■

CampusCluster

■

CFSQlogckd

■

ClusterMonitorConfig

■

DiskReservation

■

NFSLock

■

サービスグループハートビート（ServiceGroupHB）

■

SANVolume

■

VRTSWebApp

426

付録 C VCS 6.0 付属エージェントの変更点
新しいエージェント

メモ: 5.1 SP1 リリース以降、非推奨になったエージェントはありません。

新しいエージェント
次の新しいエージェントは 6.0 リリースで追加されました。
■

AlternateIO - VCS ストレージと制御ドメインとネットワークサービスグループを監視
し、その結果、代替 I/O ドメインからゲスト論理ドメインにエクスポートされる冗長性の
ある I/O サービスを監視します。

次のエージェントは 5.1 SP1 リリースで追加されました。
■

VolumeSet - Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームセットのオンライン化、
オフライン化、監視を行います。

■

Disk - 物理ディスクまたはパーティションを監視します。

■

Project - Solaris プロジェクトの追加、削除、監視を行います。

次のエージェントは 5.1 リリースで追加されました。
■

CoordPoint - サーバーベースの I/O フェンシングを提供します。

次のエージェントは 5.0 MP3 リリースで追加されました。
■

DiskGroupSnap - キャンパスクラスタ環境で設定とデータ整合性を確認します。

■

LDom — Solaris SPARC 上の論理ドメインの監視と管理を行います。

■

Zpool — ZFS ストレージプールを監視します。

■

SambaServer - smbd プロセスを監視します。

■

SambaShare - Samba Share を高可用にしたり、監視したりします。

■

NetBios - nmbd プロセスを高可用にしたり、監視したりします。

次のエージェントは 5.0 リリースで追加されました。
■

Apache（すべてのプラットフォームに付属されている） — Apache Web サーバーに
高可用性を提供します。

■

NFSRestart - NFS レコードロックに高可用性を提供します。

■

ProcessOnOnly - ユーザー指定プロセスの開始と監視を行います。

■

RemoteGroup - 別のシステム上のサービスグループの監視と管理を行います。

これらのエージェントについて、詳しくは『Veritas Cluster Server 付属エージェントリファ
レンスガイド』を参照してください。
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VCS 6.0 エージェントの新しい属性と変更された属性
■

表 C-1 は、VCS 5.1 SP1 から VCS 6.0 にアップグレードしたときに、VCS により追加
または変更される属性のリストです。

■

表 C-2 は、VCS 5.1 から VCS 5.1 SP1 にアップグレードしたときに、VCS により追加
または変更される属性のリストです。

■

表 C-3 は、VCS 5.0 MP3 から VCS 5.1 にアップグレードしたときに、VCS により追加
または変更される属性のリストです。

■

表 C-4 は、VCS 5.0 から VCS 5.0 MP3 にアップグレードしたときに、VCS により追加
または変更される属性のリストです。

■

表 C-5 は、VCS 4.1 から VCS 5.0 にアップグレードしたときに、VCS により追加または
変更される属性のリストです。

表 C-1
エージェント
（Agent）

VCS 5.1 SP1 から VCS 6.0 への属性の変更
新しい属性と変更された属 デフォルト値
性

AlternateIO
（新しいエージェン
ト）
新しい属性
AgentFile

bin/Script51Agent

ArgList

{ StorageSG, NetworkSG }

StorageSG

{}

NetworkSG

{}

アプリケーション
変更された属性
ArgList
（リストに追加された新しい属
性）
IMF

{ State, IState, User, StartProgram,
StopProgram, CleanProgram,
MonitorProgram, PidFiles,
MonitorProcesses, EnvFile, UseSUDash }
{ Mode = 3, MonitorFreq = 1,
RegisterRetryLimit = 3 }
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VCS 6.0 エージェントの新しい属性と変更された属性

エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属 デフォルト値
性
SupportedActions
（キーリストに追加された新しい
アクション）

{ "program.vfd", "user.vfd", "cksum.vfd",
getcksum, propcv }

DNS
新しい属性
UseGSSAPI

0

RefreshInterval

0

CleanRRKeys

0

変更された属性
ArgList
（リストに追加された新しい属
性）

{ Domain, TTL, TSIGKeyFile,
StealthMasters, ResRecord, CreatePTR,
OffDelRR, UseGSSAPI, RefreshInterval,
CleanRRKeys }

DiskGroup
変更された属性
PanicSystemOnDGLoss

int PanicSystemOnDGLoss = 0

（属性データの種類の変更）
ArgList
（リストに追加された新しい属
性）

{ DiskGroup, StartVolumes, StopVolumes,
MonitorOnly, MonitorReservation,
tempUseFence, PanicSystemOnDGLoss,
DiskGroupType, UmountVolumes,
Reservation, ConfidenceLevel }

DiskGroupSnap
新しい属性
FDType

""

変更された属性
ArgList
（リストに追加された新しい属
性）

{ TargetResName, FDSiteName, FDType
}
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VCS 6.0 エージェントの新しい属性と変更された属性

エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属 デフォルト値
性

IP
変更された属性
RegList

{ NetMask }

IPMultiNIC
変更された属性
ToleranceLimit

1

LDom
新しい属性
DNS

""

Netmask

""

CEInfo

{ Enabled=0, CESystem=NONE,
FaultOnHBLoss=1 }

Gateway

""

ConfigureNetwork

0

IPAddress

""

メモリ

""

IntentionalOffline

1

RemoveLDomConfigForMigration 0
変更された属性
AEPTimeout

1

ArgList
（リストに追加された新しい属
性）

{ State, IState, LDomName, CfgFile,
MonitorCPU, NumCPU,
ConfigureNetwork, IPAddress, Netmask,
Gateway, DNS, Memory, Memory,
RemoveLDomConfigForMigration }

AgentFile

bin/Script51Agent
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属 デフォルト値
性
RegList

{ NumCPU, Memory }

（リストに追加された新しい属
性）
Mount
変更された属性
AEPTimeout

1

IMF

{ Mode = 3, MonitorFreq = 1,
RegisterRetryLimit = 3 }

SecondLevelMonitor
（非推奨属性）
SecondLevelTimeout
（非推奨属性）
ArgList

{ MountPoint, BlockDevice, FSType,
MountOpt, FsckOpt, SnapUmount,
（非推奨属性のためリストが更
CkptUmount, OptCheck, CreateMntPt,
新されました）
MntPtPermission, MntPtOwner,
MntPtGroup, AccessPermissionChk,
RecursiveMnt, VxFSMountLock }
Process
変更された属性
IMF

{ Mode = 3, MonitorFreq = 5,
RegisterRetryLimit = 3 }

RVGPrimary
変更された属性
ArgList
（リストに追加された新しい属
性）

Zone

{ RvgResourceName,
"RvgResourceName:RVG",
"RvgResourceName:DiskGroup",
AutoTakeover, AutoResync,
BunkerSyncTimeOut,
BunkerSyncElapsedTime }
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属 デフォルト値
性
新しい属性
DROpts

{}

DeleteVCSZoneUser

0

変更された属性
IMF
（属性データの種類の変更）

static int IMF{} = { Mode = 3, MonitorFreq
= 5, RegisterRetryLimit = 3 }

AEPTimeout

1

IMFRegList

{ BootState }

ArgList

{ Pool, BootState, ShutdownGracePeriod,
RunFsck, DetachZonePath, ForceAttach,
DeleteVCSZoneUser, DROpts }

（リストに追加された新しい属
性）
Zpool
新しい属性
ForceOpt

0

DeviceDir

[]

FailMode

continue

ForceRecoverOpt

0

変更された属性
ArgList
（リストに追加された新しい属
性）

表 C-2
エージェント
（Agent）

{ PoolName, AltRootPath, ChkZFSMounts,
ZoneResName, "ZoneResName:State",
DeviceDir, FailMode, ForceOpt,
ForceRecoverOpt }

VCS 5.1 から VCS 5.1 SP1 への属性の変更
新しい属性と変更された属性 デフォルト値

アプリケーション
新しい属性
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性 デフォルト値

EnvFile

""

UseSUDash

0

RegList

{ MonitorProcesses, User }

IMFRegList

{ MonitorProcesses, User, PidFiles,
MonitorProgram }

変更された属性
ユーザー

"root"

（デフォルト値の変更）
ArgList

{ User, StartProgram, StopProgram,
CleanProgram, MonitorProgram,
（リストに追加された新しい属性）
PidFiles, MonitorProcesses, EnvFile,
UseSUDash }
Disk
（新しいエージェ
ント）
新しい属性
Partition

""

ArgList

{ Partition }

OfflineMonitorInterval

60

操作

"None"

DiskGroup
新しい属性
Reservation

"ClusterDefault"

変更された属性
ArgList

{ DiskGroup, StartVolumes,
StopVolumes, MonitorOnly,
（リストに追加された新しい属性）
MonitorReservation, tempUseFence,
PanicSystemOnDGLoss,
UmountVolumes, Reservation }
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性 デフォルト値

IP
新しい属性
ExclusiveIPZone

0

変更された属性
ArgList

{ Device, Address, NetMask, Options,
ArpDelay, IfconfigTwice, RouteOptions
（リストに追加された新しい属性）
, PrefixLen, ExclusiveIPZone }
IPMultiNICB
新しい属性
オプション

""

変更された属性
ArgList

{ BaseResName, Address, NetMask,
DeviceChoice, RouteOptions, PrefixLen,
（リストに追加された新しい属性）
IgnoreMultiNICBFailure,
"BaseResName:Protocol", Options }
Mount
新しい属性
IMFRegList

{ MountPoint, BlockDevice, FSType }

MultiNICA
変更された属性
Protocol

"IPv4"

（デフォルト値の変更）
MultiNICB
変更された属性
Protocol
（デフォルト値の変更）
NetBios
新しい属性

"IPv4"
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性 デフォルト値

PidFile

""

変更された属性
ArgList

{ "SambaServerRes:ConfFile",
"SambaServerRes:SambaTopDir",
（リストに追加された新しい属性）
"SambaServerRes:LockDir",
NetBiosName, NetBiosAliases,
Interfaces, WinsSupport,
DomainMaster,
"SambaServerRes:PidFile",
SambaServerRes, PidFile }
NFS
新しい属性
CleanRmtab

0

変更された属性
ArgList
（リストに追加された新しい属性）

{ UseSMF, Nservers, LockFileTimeout,
CleanRmtab }

NFSRestart
新しい属性
Lower

0

変更された属性
ArgList

{ LocksPathName, NFSLockFailover,
LockServers, NFSRes,
（リストに追加された新しい属性）
"NFSRes:Nservers",
"NFSRes:LockFileTimeout",
"NFSRes:UseSMF", Lower, State }
NIC
新しい属性
ExclusiveIPZone

0

ContainerOpts

{ RunInContainer=0, PassCInfo=1 }

変更された属性
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性 デフォルト値

Protocol

"IPv4"

ArgList

{ Device, PingOptimize, NetworkHosts,
Protocol, NetworkType, ExclusiveIPZone
（リストに追加された新しい属性）
}
NotifierMngr
新しい属性
NotifierSourceIP

""

変更された属性
ArgList

{ EngineListeningPort, MessagesQueue,
NotifierListeningPort, NotifierSourceIP,
（リストに追加された新しい属性）
SnmpdTrapPort, SnmpCommunity,
SnmpConsoles, SmtpServer,
SmtpServerVrfyOff,
SmtpServerTimeout, SmtpReturnPath,
SmtpFromPath, SmtpRecipients }
RemoteGroup
新しい属性
ReturnIntOffline

{}

OfflineMonitoringNode

""

変更された属性
IntentionalOffline

1

（デフォルト値の変更。
RemoteGroup エージェントは意
図的オフライン機能をサポートす
るようになりました。）
ArgList

{ IpAddress, Port, Username, Password,
GroupName, VCSSysName,
（リストに追加された新しい属性）
ControlMode, OfflineWaitTime,
DomainType, BrokerIp, ReturnIntOffline
}
RVGPrimary
新しい属性
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性 デフォルト値

BunkerSyncTimeOut

""

BunkerSyncElapsedTime

0

変更された属性
ArgList

{ RvgResourceName, AutoTakeover,
AutoResync, BunkerSyncTimeOut,
（リストに追加された新しい属性）
BunkerSyncElapsedTime }
SupportedActions

{ fbsync, ElectPrimary }

（キーリストに追加された新しいア
クション）
RVGSnapshot
新しい属性
VCSResLock

""

SambaServer
新しい属性
PidFile

""

SocketAddress

""

変更された属性
ArgList

{ ConfFile, SambaTopDir, LockDir, Ports,
IndepthMonitorCyclePeriod,
（リストに追加された新しい属性）
ResponseTimeout, PidFile,
SocketAddress }
SambaShare
変更された属性
ArgList
（リストに追加された従属属性）

{ "SambaServerRes:ConfFile",
"SambaServerRes:SambaTopDir",
"SambaServerRes:LockDir", ShareName,
ShareOptions, "SambaServerRes:Ports",
SambaServerRes,
"SambaServerRes:PidFile",
"SambaServerRes:SocketAddress" }
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性 デフォルト値

VolumeSet
（新しいエージェ
ント）
新しい属性
DiskGroup

""

VolumeSet

""

ArgList

{ DiskGroup, VolumeSet }

Zone
新しい属性
RunFsck

0

DetachZonePath

1

ForceAttach

1

変更された属性
BootState

"multi-user"

（デフォルト値の変更）
ArgList
（リストに追加された従属属性）

表 C-3
エージェント
（Agent）

{ Pool, BootState, ShutdownGracePeriod,
RunFsck, DetachZonePath, ForceAttach
}

VCS 5.0 MP3 から VCS 5.1 への属性の変更
新しい属性と変更された属性

Apache
変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
ContainerType
（削除された属性）

デフォルト値
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

新しい属性
ContainerOpts

RunInContainer=1, PassCInfo=0

アプリケーション
変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
ContainerType
（削除された属性）
新しい属性
ContainerOpts

RunInContainer=1, PassCInfo=0

DNS
変更された属性
Alias
（削除された属性）
ホスト名
（削除された属性）
DiskGroup
変更された属性
StartVolumes

1

StopVolumes

1

PanicSystemOnDGLoss

0

IP
新しい属性
RouteOptions
PrefixLen
ContainerOpts

RunInContainer=0, PassCInfo=1
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
IPMultiNIC
新しい属性
PrefixLen
ContainerOpts

RunInContainer=0, PassCInfo=1

変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
IPMultiNICB
新しい属性
OnlineRetryLimit

1

ContainerOpts

RunInContainer=0, PassCInfo=1

IgnoreMultiNICBFailure

0

RouteOptions
PrefixLen
変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
LDOM
新しい属性
MonitorCPU

1

Mount
新しい属性
OptCheck

0
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VCS 6.0 エージェントの新しい属性と変更された属性

エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

CreateMountPt

0

ReuseMntPt

0

MntPtPermission
MntPtOwner
MntPtGroup
AccessPermissionChk

0

RecursiveMnt

0

ContainerOpts

RunInContainer=0, PassCInfo=0

変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
ContainerType

Zone

（削除された属性）
MultiNICA
新しい属性
Protocol
MultiNICB
変更された属性
MpathdCommand

/usr/lib/inet/in.mpathd

新しい属性
Protocol
NFS
新しい属性
UseSMF
NFSRestart

0
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

新しい属性
LockServers

20

NIC
新しい属性
Protocol
Phantom
変更された属性
Dummy
（削除された属性）
Process
新しい属性
ContainerOpts

RunInContainer=1, PassCInfo=0

変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
ContainerType

Zone

（削除された属性）
ProcessOnOnly
新しい属性
ContainerOpts

RunInContainer=0, PassCInfo=1

変更された属性
ContainerName
（削除された属性）
ContainerType
（削除された属性）
Share

Zone
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

新しい属性
NFSRes
Zone
新しい属性
ContainerOpts

RunInContainer=1, PassCInfo=0

BootState
プール（Pool）
変更された属性
ZoneName
（削除された属性）

表 C-4
エージェント
（Agent）

VCS 5.0 から VCS 5.0 MP3 への属性の変更
新しい属性と変更された属性

デフォルト値

Apache
新しい属性
SupportedActions

"checkconffile.vfd"

ContainerType

Zone

PidFile
ContainerName
IntentionalOffline

0

DNS
新しい属性
SupportedActions

"dig.vfd"、"keyfile.vfd"、"master.vfd"

ResRecord
CreatePTR

0
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

OffDelRR

0

DiskGroup
新しい属性
SupportedActions

"license.vfd"、"disk.vfd"、
"udid.vfd"、"verifyplex.vfd"、
"checkudid"、"campusplex"、
"numdisks"、"joindg"、"splitdg"、
"getvxvminfo"、"volinuse"

UmountVolumes

0

Mount
新しい属性
VxFSMountLock

1

変更された属性
SupportedActions

"mountpoint.vfd"、"mounted.vfd"、
"vxfslic.vfd"、"chgmntlock"、
"mountentry.vfd"

NFSRestart
新しい属性
SupportedActions

"lockdir.vfd"、"nfsconf.vfd"

Share
新しい属性
SupportedActions

表 C-5
エージェント
（Agent）

"direxists.vfd"

VCS 4.1 から VCS 5.0 への属性の変更
新しい属性と変更された属性

アプリケーション
新しい属性

デフォルト値
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

SupportedActions

program.vfd、user.vfd、
cksum.vfd、getcksum

DiskGroup
新しい属性
SupportedActions

"license.vfd", "disk.vfd",
"numdisks"

PanicSystemOnDGLoss

1

DiskGroupType

Private

変更された属性
tempUseFence

Invalid

IP
新しい属性
SupportedActions

"device.vfd"、"route.vfd"

ContainerName
変更された属性
IfconfigTwice
IPMultiNIC
新しい属性
ContainerName
変更された属性
IfconfigTwice
IPMultiNICB
新しい属性
ToleranceLimit

1

MonitorInterval

30

ContainerName
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

変更された属性
DeviceChoice

0

Mount
新しい属性
SupportedActions

"mountpoint.vfd", "mounted.vfd",
"vxfslic.vfd"

VxFSMountLock

1

ContainerName
ContainerType

Zone

変更された属性
SnapUmount
MultiNICA
変更された属性
IfconfigTwice
MultiNICB
新しい属性
GrNew 属性
oupName
変更された属性
NoBroadcast
Failback
NFS
新しい属性
LockFileTimeout
NIC

180
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エージェント
（Agent）

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

新しい属性
SupportedActions

"device.vfd"

Process
新しい属性
SupportedActions

"program.vfd"、getcksum

手動での非推奨のリソースタイプの削除と属性の修正
VCS 6.0 では、特定のリソースタイプ定義が使われなくなりました。アップグレードのプロ
セスを開始する前に、非推奨リソースタイプのリソースをクラスタ設定から削除する必要が
あります。
ServiceGroupHB リソースタイプを使う場合、シマンテック社は I/O フェンシングを使うこ
とをお勧めします。
VCS 5.1 では、gabdiskhb はサポートされていません。したがって、installvcs プログラ
ムによって /etc/gabtab ファイルから gabdiskhb エントリが削除されます。
メモ: VCS は、ローカルノードで起動してから、他のノードで起動することを確認してくださ
い。この標準では、HAD がローカルノードから設定を読み込み、残りのノードでその設定
が更新されることを確認します。
非推奨のリソースタイプを削除し、属性を修正するには

1

VCS 設定を保存して、VCS エンジンを停止します。
# haconf -dump -makero
# hastop -all -force

2

クラスタノード上の場所に設定ファイル main.cf のバックアップを作成します。

3

/etc/VRTSvcs/conf/config に置かれている main.cf を編集します。

次の手順を実行します。
■

非推奨リソースタイプのリソースを削除します。
設定が正しく動作することを確認するために、リソース依存関係を編集する必要
があります。

■

変更されている可能性のある属性値を修正します。

付録 C VCS 6.0 付属エージェントの変更点
新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティングシステムのアカウントを使った場合）

p.437 の 表 C-3 を参照してください。
p.442 の 表 C-4 を参照してください。
p.443 の 表 C-5 を参照してください。
■

main.cf を保存します。

■

main.cf ファイルをフォーマットし直します。
# hacf -cftocmd config
# hacf -cmdtocf config

4

設定を確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify config

5

ローカルノードの VCS を起動します。

6

他のノードで VCS を起動します。

新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティ
ングシステムのアカウントを使った場合）
VCS では、AllowNativeCliUsers 属性を推奨していません。VCS でネーティブの OS ア
カウントを使うには、halogin コマンドを実行します。halogin コマンドを実行すると、VCS
は、VCS クレデンシャルを暗号化して特定期間ホームディレクトリに保存します。halogin
コマンドを実行した後で、VCS コマンドを実行するたびに、自分自身を認証する必要は
ありません。セキュアクラスタでは、このコマンドで信頼関係を定義したり、認証ブローカー
から証明書を取得することもできます。
セキュアモードで動作しているクラスタとセキュアモードで動作していないクラスタの OS
ユーザーグループへのユーザー権限の割り当てについては、『Veritas Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。
AllowNativeCliUsers 属性を使っていた場合は、次の手順に従います。VCS コマンドを
実行する各ネーティブユーザーは、そのコマンドを実行するシステムにおいてホームディ
レクトリがあることを確認します。
セキュアモードで稼動中のクラスタに対する VCS 認証の設定を行うには

1

読み取り/書き込みに設定（main.cf）モードを設定します。
# haconf -makerw

2

OS のユーザーかユーザーグループに適切な権限を割り当ててください。各オペレー
ティングシステムのユーザーは手順 3 と 4 を実行する必要があります。
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3

4

ユーザーがリモートホストからの VCS コマンドを実行する場合は、次の環境変数を
設定します。
■

VCS_HOST: コマンドを実行する VCS ノード名。クラスタに関連付けられている
仮想 IP アドレスを指定できます。

■

VCS_DOMAIN: ユーザーが所属する VxSS ドメイン名。

■

VCS_DOMAINTYPE: VxSS ドメインのタイプ: unixpwd、ldap、nt、nis、nisplus、
vx など。

halogin コマンドを実行します。
$ halogin vcsusername password

セキュアモードで動作していないクラスタに対する VCS 認証の設定を行うには

1

読み取り/書き込みに設定（main.cf）モードを設定します。
# haconf -makerw

2

すべてのユーザーについて VCS ユーザーアカウントを作成し、それぞれに権限を
割り当てます。

3

各 VCS のユーザーは halogin コマンドを実行する必要があります。
$ halogin vcsusername
password

D
設定ファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT と GAB の設定ファイルについて

■

AMF 設定ファイルについて

■

VCS の設定ファイルについて

■

I/O フェンシングの設定ファイルについて

■

CP サーバーの設定ファイルの例

LLT と GAB の設定ファイルについて
LLT と GAB は、VCS の通信サービスです。LLT には、/etc/llthosts ファイルと /etc/llttab
ファイルが必要です。GAB には、/etc/gabtab ファイルが必要です。
表 D-1 は、LLT 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
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LLT 設定ファイル

表 D-1
ファイル

説明

/etc/default/llt

このファイルは LLT の開始と停止の環境変数を格納します。
LLT_START は、システム再起動後の LLT モジュールの起動動作を定義します。有効な値は次の
とおりです。
1 は、LLT の起動が有効になっていることを示します。
0 は、LLT の起動が無効になっていることを示します。
■ LLT_STOP は、システムシャットダウン時の LLT モジュールのシャットダウン動作を定義します。有
効な値は次のとおりです。
1 は、LLT のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、LLT のシャットダウンが無効になっていることを示します。
■

VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を必ず 1 に設定してください。
/etc/llthosts

llthosts ファイルは、システムごとの 1 つのエントリを持つデータベースです。このファイルは LLT の
ホスト名と LLT のシステム ID（最初のカラム）をリンクします。このファイルは、クラスタ内の各ノードで同
一にする必要があります。ファイルの内容が不一致の場合、クラスタで予測できない動作が発生するこ
とがあります。
たとえば、ファイル /etc/llthosts には次のようなエントリが含まれます。
0
1

galaxy
nebula

付録 D 設定ファイル
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ファイル

説明

/etc/llttab

ファイル llttab には、インストール時に入力し、lltconfig(1M) で使用するクラスタ情報が定義され
ています。インストーラを使った場合、それぞれのシステムに適したプライベートネットワークリンクの一覧
が設定されています。たとえば、ファイル /etc/llttab には次のようなエントリが含まれます。
■

Solaris SPARC の場合
set-node galaxy
set-cluster 2
link qfe0 /dev/qfe:0 - ether - link qfe1 /dev/qfe:1 - ether - -

■

Solaris x64 の場合
set-node galaxy
set-cluster 2
link e1000g1 /dev/e1000g:1 - ether - link e1000g2 /dev/e1000g:2 - ether - -

先頭の行はシステムを識別するためのものです。2 行目は、クラスタを識別するためのものです（インス
トーラを使った場合、クラスタ ID として設定した値）。次の 2 つの行は link コマンドから始まります。こ
れらの行は LLT のプロトコルが使う 2 つのネットワークカードを識別します。
LLT の下で優先度が低いリンクを設定すると、ファイルには「link-lowpri」の行も追加されます。
LLT の設定ファイルの編集方法について詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してください。
このマニュアルページには、llttab ファイルのパラメータについての解説があります。

表 D-2 は、GAB 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
表 D-2

GAB 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/gab

このファイルは GAB の開始と停止の環境変数を格納します。
GAB_START は、システム再起動後の GAB モジュールの起動動作を
定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB の起動が有効になっていることを示します。
0 は、GAB の起動が無効になっていることを示します。
■ GAB_STOP は、システムシャットダウン時の GAB モジュールのシャット
ダウン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、GAB のシャットダウンが無効になっていることを示します。
■

VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を必ず 1 に設定し
てください。
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ファイル

説明

/etc/gabtab

VCS のインストールを終了した時点で、/etc/gabtab ファイルには、GAB ド
ライバを使うための gabconfig（1）コマンドが設定されています。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションにより、使用するドライバを設定します。-nN のオプションは、
少なくとも N 台のノードがクラスタを形成する準備ができるまでクラスタが形
成されないことを指定します。N がクラスタのノードの合計数になるように設
定することをお勧めします。

メモ: /sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧め
しません。-c -x を使うとスプリットブレイン状態になる場合があります。

AMF 設定ファイルについて
AMF（Asynchronous Monitoring Framework）カーネルドライバには、リソースをイン
テリジェントに監視するために VCS エージェントが有効になっている場合にこれらにイベ
ントを非同期に通知する機能が用意されています。
表 D-3 に、AMF 設定ファイルを示します。
表 D-3

AMF 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/amf

このファイルは AMF の開始と停止の環境変数を格納します。
AMF_START - システムが再起動した後、または init スクリプトを
使って AMF を起動する場合の、AMF モジュールの起動動作を定
義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、AMF の起動が有効になっていることを示します。（デフォルト）
0 は、AMF の起動が無効になっていることを示します。
■ AMF_STOP - システムがシャットダウンした後、または init スクリプ
トを使って AMF を停止する場合の、AMF モジュールのシャットダウ
ン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、AMF のシャットダウンが有効になっていることを示します。（デ
フォルト）
0 は、AMF のシャットダウンが無効になっていることを示します。
■

付録 D 設定ファイル
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ファイル

説明

/etc/amftab

VCS のインストールを終了した時点で、/etc/amftab ファイルには、
AMF ドライバを使うための amfconfig(1) コマンドが設定されていま
す。
AMF init スクリプトは、この /etc/amftab ファイルを使用して AMF
ドライバを設定します。/etc/amftab ファイルには、デフォルトで次の
行が含まれています。
/opt/VRTSamf/bin/amfconfig -c

VCS の設定ファイルについて
VCS の設定ファイルは次のとおりです。
■

main.cf
インストーラでの VCS の設定時に、デフォルトでは /etc/VRTSvcs/conf/config フォ
ルダに VCS の設定ファイルが作成されます。main.cf ファイルには、クラスタとその
ノードを定義するための最小限の情報が含まれています。
p.454 の 「VCS クラスタ用のサンプルの main.cf ファイル」 を参照してください。
p.456 の 「グローバルクラスタのためのサンプル main.cf ファイル」 を参照してくださ
い。

■

types.cf
main.cf ファイル内の include 文で指定されている types.cf ファイルは、VCS リソー
ス用の VCS 付属タイプを定義しています。types.cf ファイルも
/etc/VRTSvcs/conf/config フォルダ内にあります。
エージェントが追加されている場合、.cf という拡張子のファイル（OracleTypes.cf な
ど）が追加されていることがあります。

■

/etc/default/vcs
このファイルには VCS エンジンの起動と停止の環境変数が格納されています。
■

VCS_START - システムが再起動した後の VCS エンジンの起動動作を定義しま
す。有効な値は次のとおりです。
1 - VCS エンジンの起動が有効になっていることを示します。
0 - VCS エンジンの起動が無効になっていることを示します。

VCS_STOP - システム停止時の VCS エンジンの停止動作を定義します。有効な
値は次のとおりです。
1 - VCS エンジンの停止が有効になっていることを示します。
0 - VCS エンジンの停止が無効になっていることを示します。
VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
■
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手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を必ず 1 に設定してくださ
い。
VCS のインストールと設定を終了した後の VCS 設定ファイルについて、次の点に注意し
てください。
■

クラスタの定義には、設定中に指定したクラスタ情報が含まれています。この定義に
は、クラスタ名、クラスタアドレス、クラスタのユーザー名と管理者名が含まれます。
クラスタは、UserNames 属性を持っていることに注意してください。installvcs プログ
ラムは、暗号化されたパスワードを持つユーザー admin を作成します。デフォルトで
作成される admin ユーザーのパスワードは、password です。

■

VCS にオプションの I/O フェンシング機能を設定した場合は、UseFence=SCSI3 属
性が含まれます。

■

セキュアモードのクラスタを設定した場合、main.cf には「SecureClus = 1」のクラスタ
属性が含まれます。

■

仮想 IP、SMTP、SNMP、またはグローバルクラスタオプションを設定した場合、
installvcs プログラムは ClusterService サービスグループを作成します。
このサービスグループには次の特性もあります。
■

グループには IP リソースと NIC リソースが含まれています。

■

ClusterService サービスグループには、notifier リソースも設定されています。こ
の設定は、installvcs プログラム実行時にユーザーが入力した情報を基にしてい
ます。

■

installvcs プログラムは、リソース依存関係ツリーも作成します。

■

グローバルなクラスタを設定した場合、ClusterService サービスグループにはア
プリケーションのリソース、wac（Wide Area Connector）が含まれています。この
リソースの属性には、グローバルなクラスタ環境でクラスタを制御するための定義
が含まれています。
VCS グローバルクラスタの管理については『Veritas Cluster Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。

Solaris システムのための設定の概念と main.cf および types.cf ファイルについては
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

VCS クラスタ用のサンプルの main.cf ファイル
次に、セキュアモードの 3 ノードクラスタ用の main.cf ファイルの例を示します。
include
include
include
include
include

"types.cf"
"OracleTypes.cf"
"OracleASMTypes.cf"
"Db2udbTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"
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cluster vcs02 (
SecureClus = 1
)
system sysA (
)
system sysB (
)
system sysC (
)
group ClusterService (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1, sysC = 2 }
AutoStartList = { sysA, sysB, sysC }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
NIC csgnic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.182.13.1" }
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { jupiter" = SevereError }
SmtpServer = "smtp.example.com"
SmtpRecipients = { "ozzie@example.com" = SevereError }
)
ntfr requires csgnic
// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
NotifierMngr ntfr
//
{
//
NIC csgnic
//
}
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// }

グローバルクラスタのためのサンプル main.cf ファイル
グローバルクラスタオプションを使用して VCS をインストールした場合は、ClusterService
のグループがまたアプリケーションのリソース wac を含んでいることを確認します。wac の
リソースはグローバルクラスタ環境のクラスタを制御するために必要です。
次に示す main.cf ファイルの例では、グローバルクラスタ固有のエンティティを太字で強
調表示しています。
include "types.cf"
cluster vcs03 (
ClusterAddress = "10.182.13.50"
SecureClus = 1
)
system sysA (
)
system sysB (
)
system sysC (
)
group ClusterService (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1, sysC = 2 }
AutoStartList = { sysA, sysB, sysC }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = hme0
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Address = "10.182.13.50"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = hme0
NetworkHosts = { "10.182.13.1" }
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { jupiter" = SevereError }
SmtpServer = "smtp.example.com"
SmtpRecipients = { "ozzie@example.com" = SevereError }
)
gcoip requires csgnic
ntfr requires csgnic
wac requires gcoip
// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
NotifierMngr ntfr
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//

Application wac

//

{

//

IP gcoip

//

{

//

NIC csgnic

//

}

//
//

}
}

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 D-4 に、I/O フェンシングの設定ファイルを一覧表示します。
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表 D-4
ファイル

I/O フェンシングの設定ファイル

説明

/etc/default/vxfen このファイルには I/O フェンシングの起動と停止の環境変数が格納されます。
VXFEN_START - システムの再起動後における I/O フェンシングモジュールの起動動作を定義し
ます。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングの起動が有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングの起動が無効であることを示します。
■ VXFEN_STOP - システムのシャットダウン中における I/O フェンシングモジュールのシャットダウン
動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングのシャットダウンが有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングのシャットダウンが無効であることを示します。
■

VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要があります。
/etc/vxfendg

このファイルにはコーディネータディスクグループの情報が含まれています。
このファイルはサーバーベースのフェンシングには適用できません。
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ファイル

説明

/etc/vxfenmode

このファイルには次のパラメータがあります。
■

vxfen_mode
■ scsi3 — ディスクベースのフェンシングの場合
■

customized — サーバーベースのフェンシングの場合

■

disabled — I/O フェンシングドライバを実行するが、フェンシング操作は行わない場合

vxfen_mechanism
このパラメータはサーバー型のフェンシングにのみ該当します。値は cps と設定します。
■ scsi3_disk_policy
■ dmp — DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
このディスクポリシーは、デフォルトでは DMP です。iSCSI のデバイスを使う場合は、ディスクポ
リシーを DMP と設定する必要があります。
■ raw — 下位 RAW キャラクタデバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
■

メモ: すべてのノードで同じ SCSI-3 ディスクポリシーを使う必要があります。
security
このパラメータはサーバー型のフェンシングにのみ該当します。
1 - CP サーバーとの通信がセキュアモードで行われることを示します。この設定がデフォルト値です。
0 - CP サーバーとの通信が非セキュアモードで行われることを示します。
■ コーディネーションポイントのリスト
このリストはサーバーベースのフェンシング設定でのみ必要です。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントには、コーディネータディスク、CP サー
バー、または両方の組み合わせを含めることができます。コーディネータディスクを使う場合は、コー
ディネータディスクの名前でコーディネータディスクグループを作成する必要があります。
コーディネーションポイントと複数の IP アドレスを各 CP サーバーに指定する方法について詳しくは、
サンプルファイル /etc/vxfen.d/vxfenmode_cps を参照してください。
■ single_cp
このパラメータは、1 つの高可用性 CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサーバー
ベースのフェンシングに適用できます。また、単一ディスクを持つコーディネータディスクグループを
使う場合にも適用できます。
■ autoseed_gab_timeout
このパラメータを使うと、使用できないクラスタノードがある場合でも、GAB のクラスタの自動シーディ
ングを使用できるようになります。この機能では I/O フェンシングが有効である必要があります。
0 - GAB の自動シーディング機能を有効にします。0 より大きい値は、自動的にクラスタをシーディン
グする前の GAB の遅延時間（秒数）を示します。
-1 - GAB の自動シーディング機能をオフにします。この設定がデフォルト値です。
■
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ファイル

説明

/etc/vxfentab

I/O フェンシングを起動すると、起動スクリプト vxfen で各ノード上にこの /etc/vxfentab ファイルが作
成されます。この起動スクリプトは /etc/vxfendg および /etc/vxfenmode ファイルのコンテンツを使用
します。システムが再起動されると必ず、フェンシングドライバによって、すべてのコーディネータポイン
トの最新リストで vxfentab ファイルが再初期化されます。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルであるため、変更しないでください。
ディスク型の I/O フェンシングの場合、各ノードの /etc/vxfentab ファイルは各コーディネータディスク
へのすべてのパスのリストを含んでいます。あるノードでのディスクベースのフェンシングの設定におけ
る /etc/vxfentab ファイルの例を次に示します。
■

RAW ディスク:
/dev/rdsk/c1t1d0s2
/dev/rdsk/c2t1d0s2
/dev/rdsk/c3t1d2s2

■

DMP ディスク:
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2

サーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルにセキュリティ設定の情報も含まれま
す。
1 つの CP サーバーのみのサーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルに single_cp
設定情報も含まれます。

CP サーバーの設定ファイルの例
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）の設定は、/etc/vxcps.conf ファイ
ルが決定します。
p.466 の 「CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル」 を参照してく
ださい。
次は、シングルノード上でホストされている CP サーバーおよび SFHA クラスタ上でホスト
されている CP サーバーの main.cf ファイルの例です。
■

シングルノード上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.461 の 「VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf ファ
イルの例」 を参照してください。

■

SFHA クラスタ上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.463 の 「2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイルの
例」 を参照してください。
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メモ: CP サーバーは、VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）との通信において、インター
ネットプロトコルバージョン 4 またはバージョン 6（IPv4 または IPv6 のアドレス指定）をサ
ポートしています。次は IPv4 アドレス を使用する main.cf ファイルの例です。

VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf
ファイルの例
次に、シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf の例を示します。
このシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

ノード名: mycps1

include "types.cf"
include "/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"
// cluster name: cps1
// CP server: mycps1
cluster cps1 (
UserNames = { admin = bMNfMHmJNiNNlVNhMK, haris = fopKojNvpHouNn,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx" = aj,
"root@mycps1.symantecexample.com" = hq }
Administrators = { admin, haris,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx",
"root@mycps1.symantecexample.com" }
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system mycps1 (
)
group CPSSG (
SystemList = { mycps1 = 0 }
AutoStartList = { mycps1 }
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = hme0
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Address = "10.209.3.1"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = qfe:0
Address = "10.209.3.2"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = hme0
PingOptimize = 0
NetworkHosts @mycps1 = { "10.209.3.10 }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = qfe:0
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
ConfInterval = 30
RestartLimit = 3
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
vxcpserv requires quorum

// resource dependency tree
//
// group CPSSG
// {
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
Process vxcpserv
{
Quorum quorum
}
}

2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイルの
例
次に、CP サーバーが SFHA クラスタでホストされる場合の main.cf の例を示します。
SFHA クラスタでホストされるこの CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくださ
い。
■

クラスタ名: cps1

■

クラスタ内のノード: mycps1、mycps2

include
include
include
include

//
//
//
//

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"

cluster: cps1
CP servers:
mycps1
mycps2

cluster cps1 (
UserNames = { admin = ajkCjeJgkFkkIskEjh,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx" = JK,
"mycps2.symantecexample.com@root@vx" = dl }
Administrators = { admin, "mycps1.symantecexample.com@root@vx",
"mycps2.symantecexample.com@root@vx" }
SecureClus = 1
)
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system mycps1 (
)
system mycps2 (
)
group CPSSG (
SystemList = { mycps1 = 0, mycps2 = 1 }
AutoStartList = { mycps1, mycps2 } )
DiskGroup cpsdg (
DiskGroup = cps_dg
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = hme0
Device @mycps2 = hme0
Address = "10.209.81.88"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = qfe:0
Device @mycps2 = qfe:0
Address = "10.209.81.89"
NetMask = "255.255.252.0"
)
Mount cpsmount (
MountPoint = "/etc/VRTScps/db"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cps_dg/cps_volume"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @mycps1 = hme0
Device @mycps2 = hme0
PingOptimize = 0
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NetworkHosts @mycps1 = { "10.209.81.10 }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @mycps1 = qfe:0
Device @mycps2 = qfe:0
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
Volume cpsvol (
Volume = cps_volume
DiskGroup = cps_dg
)
cpsmount requires cpsvol
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
cpsvol requires cpsdg
vxcpserv requires cpsmount
vxcpserv requires quorum

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

resource dependency tree
group CPSSG
{
IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
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// Process vxcpserv
//
{
//
Quorum quorum
//
Mount cpsmount
//
{
//
Volume cpsvol
//
{
//
DiskGroup cpsdg
//
}
//
}
//
}
// }

CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル
次にコーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）設定ファイル /etc/vxcps.conf
の出力例を示します。
## The vxcps.conf file determines the
## configuration for Veritas CP Server.
cps_name=mycps1
vip=[10.209.81.88]
vip=[10.209.81.89]:56789
port=14250
security=1
db=/etc/VRTScps/db

E
シングルノードへの VCS の
インストール
この付録では以下の項目について説明しています。
■

シングルノードへ VCS のインストールについて

■

インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成

■

手動によるシングルノードクラスタの作成

■

シングルノードの手動インストールのためのパス変数の設定

■

VCS のソフトウェアのシングルノードへの手動インストール

■

VCS の設定

■

シングルノードの動作の検証

シングルノードへ VCS のインストールについて
VCS 6.0 をシングルノードにインストールできます。後でシングルノードクラスタに別のノー
ドを追加して、マルチノードクラスタを形成することができます。また、マルチノードクラスタ
に追加するためのシングルノードクラスタを準備することもできます。シングルノードクラス
タはテストで使うこともできます。
インストールプログラムを使ってシングルノードに VCS をインストールするか、VCS を手動
で追加することができます。
p.468 の 「インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成」 を参照してくださ
い。
p.469 の 「手動によるシングルノードクラスタの作成」 を参照してください。
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インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作
成
表 E-1 は、インストーラプログラムで VCS をシングルノードにインストールする場合に必
要なタスクを示しています。
表 E-1

インストーラでシングルノードクラスタを作成するためのタスク

タスク

参照

インストールの準備

p.468 の 「シングルノードのインストールの準備」 を参照してくださ
い。

システム上でインストーラを
使った VCS ソフトウェアのイ
ンストール

p.468 の 「シングルノードクラスタのインストーラの開始」 を参照して
ください。

シングルノードのインストールの準備
次の 2 つのいずれかの目的のために、インストーラプログラムを使って単一システムにク
ラスタをインストールできます。
■

より大きいクラスタに参加するために、シングルノードクラスタを準備する

■

スタンドアロンのシングルノードクラスタにするために、シングルノードクラスタを準備
する

より大きいクラスタに参加するためにクラスタを準備するときは、そのクラスタで LLT と GAB
を有効にします。スタンドアロンクラスタの場合は、LLT と GAB を有効にする必要はあり
ません。
LLT と GAB について詳しくは、次を参照してください。
p.21 の 「LLT と GAB について」 を参照してください。

シングルノードクラスタのインストーラの開始
単一システムに VCS をインストールする場合、製品インストーラを使って VCS をインス
トールするにはこのマニュアルの指示に従います。
インストール中は、シングルノードのインストールに特化した 2 つの要求に応答する必要
があります。インストーラから次の要求が発行される場合
Enter the system names separated by spaces on which to install
VCS[q,?]

単一のシステム名を入力します。設定中に、インストーラから LLT と GAB を有効にする
かどうかを尋ねられます。
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If you plan to run VCS on a single node without any need for
adding cluster node online, you have an option to proceed
without starting GAB and LLT.
Starting GAB and LLT is recommended.
Do you want to start GAB and LLT? [y,n,q,?] (y)

シングルノードクラスタをスタンドアロンクラスタとして使う場合は、n と応答します。
将来的に、シングルノードクラスタにノードを追加する予定の場合は、y と応答します。
インストールを続けます。

手動によるシングルノードクラスタの作成
表 E-2 はシングルノードで VCS をインストールするために実行する必要があるタスクを指
定します。
表 E-2

シングルノードクラスタを手動で作成するためのタスク

タスク

参照

PATH 変数を設定する

p.469 の 「シングルノードの手動インストー
ルのためのパス変数の設定」 を参照してく
ださい。

VCS ソフトウェアを手動でインストールし、ライセンス
キーを追加する

p.470 の 「VCS のソフトウェアのシングルノー
ドへの手動インストール」 を参照してくださ
い。

LLT または GAB の設定ファイルをすべて削除し、LLT
と GAB の起動ファイルの名前を変更する
シングルノードクラスタでは、LLT のノード間通信サー
ビスや GAB のメンバーシップ通信サービスは必要あ
りません。
VCS 設定ファイルを作成および変更する

p.470 の 「VCS の設定」 を参照してくださ
い。

VCS を起動し、シングルノードの動作を検証する

p.470 の 「シングルノードの動作の検証」 を
参照してください。

シングルノードの手動インストールのためのパス変数の
設定
PATH 変数を設定します。
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p.66 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

VCS のソフトウェアのシングルノードへの手動インストー
ル
VCS 6.0 パッケージを手動でインストールし、ライセンスキーをインストールします。
次の項を参照してください。
■

p.205 の 「VCS ソフトウェアの手動によるインストール」 を参照してください。

■

p.209 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

VCS の設定
ここで、VCS を設定する必要があります。
p.224 の 「VCS の手動設定」 を参照してください。

シングルノードの動作の検証
シングルノードクラスタが正常に作成されたら、VCS を起動し、クラスタを検証します。
シングルノードクラスタを検証するには

1

hastart に -onenode オプションを指定して、シングルノードクラスタとして VCS を

手動で起動します。
# hastart -onenode

メモ: また、VCS をシングルノードクラスタとして開始するために SMF コマンドを使う
こともできます。
# svcadm enable system/vcs-onenode

2

had と hashadow デーモンがシングルノードモードで動作していることを確認します。
# ps -ef | grep had
root
root

285
288

1
1

0 14:49:31 0 14:49:33 -

0:02 /opt/VRTSvcs/bin/had -onenode
0:00 /opt/VRTSvcs/bin/hashadow

F
UDP 上での LLT の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT での UDP 層の使用

■

IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定

■

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定

■

/etc/llttab 内の UDP 上での LLT の例

LLT での UDP 層の使用
VCS には、広域ネットワーク（WAN）およびルーターを使うクラスタ用に、UDP（User
Datagram Protocol）層で LLT を使うオプションがあります。UDP を使うことにより、LLT
パケットのルーチングが可能になるため、より経済的に長距離間の伝送を実現できます。

UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある

■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

UDP 上での LLT はイーサネット上での LLT よりも低速です。ハードウェア構成にとって
必要な場合にのみ、UDP 上で LLT を使用します。

IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

LLT プライベートリンクが別のサブネットにあることを確認してください。各リンクのサ
ブネットに応じて、/etc/llttab 内でブロードキャストアドレスを明示的に設定します。
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p.472 の 「/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス」 を参照してください。
■

各 NIC の IP アドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルで定義されている IP アドレスが、ネットワークインターフェースの
IP アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.474 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

直接接続（ルーティングされていない）リンクのブロードキャストアドレスを正しく設定し
てください。
p.476 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

IP ルーターを介したリンクの場合は、ブロードキャスト機能を無効にし、リンクごとの
IP アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.477 の 「設定例: IP ルーターを介したリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス
ブロードキャストアドレスは、次の例のように、リンクごとに明示的に設定します。
■

最初のノード galaxy の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
galaxy # cat /etc/llttab
set-node galaxy
set-cluster 1
link link1 /dev/udp - udp
link link2 /dev/udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.1 192.168.9.255
192.168.10.1 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
■

2 つ目のノード nebula の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
nebula # cat /etc/llttab
set-node nebula
set-cluster 1
link link1 /dev/udp - udp
link link2 /dev/udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.2 192.168.9.255
192.168.10.2 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
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/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.476 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.477 の 「設定例: IP ルーターを介したリンク」 を参照してください。

表 F-1 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。これらのフィールドの中には、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもあり
ます。
表 F-1

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: /dev/udp）。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp」である必要があり
ます）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.474 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IP address

ローカルノード上のリンクの IP アドレス。

bcast-address

■

ブロードキャスト機能が有効なクラスタの場合は、サブネットブロード
キャストアドレスを指定してください。
■ 「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。

/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があると
きなど、LLT のブロードキャスト機能を無効にする場合に必要です。
p.477 の 「設定例: IP ルーターを介したリンク」 を参照してください。
表 F-2 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
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/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 F-2
フィールド

説明

node-id

クラスタノードの ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IP アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できま
す。また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次
に例を示します。
# netstat -a | more
UDP
Local Address
Remote Address
State
-------------------- -------------------- ------*.sunrpc
Idle
*.*
Unbound
*0.32771
Idle
*0.32776
Idle
*0.32777
Idle
*.name
Idle
*.biff
Idle
*.talk
Idle
*0.32779
Idle
.
.
.
*0.55098
Idle
*.syslog
Idle
*0.58702
Idle
*.*
Unbound
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出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがすで
に使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力に
はポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

LLT でのサブネットマスクの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、使用中のサブネットにノードがアクセスで
きるようにネットマスクを設定します。次のコマンドを実行し、プロンプトに応答してサブネッ
トマスクを設定します。
# ifconfig interface_name netmask netmask

次に例を示します。
■

ノード galaxy の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.1, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード nebula の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.2, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0
■

ノード galaxy の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.1, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード nebula の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.2, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

LLT のためのブロードキャストアドレスの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、リンクが存在するサブネットに応じたブ
ロードキャストアドレスを /etc/llttab ファイルに設定します。
異なるサブネット上にノードが存在する場合の代表的な /etc/llttab ファイルの例。リンク
ごとにブロードキャストアドレスが明示的に設定されていることに注意してください。
# cat /etc/llttab
set-node nodexyz
set-cluster 100
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link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.168.30.1 192.168.30.255
link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.168.31.1 192.168.31.255

設定例: 直接接続リンク
図 F-1は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定

図 F-1

Solaris SPARC
ノード0

ノード1

UDP エンドポイント qfe1
UDP ポート= 50001
IP = 192.1.3.1
リンクタグ = link2
qfe1
192.1.3.2
リンクタグ = link2

スイッチ

UDP エンドポイント qfe0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link1

qfe0
192.1.2.2
リンクタグ = link1

Solaris x64
ノード0

UDP エンドポイント
e1000g1
UDP ポート = 50001
IP = 192.1.3.1
リンクタグ = link2

ノード1

e1000g1
192.1.3.2
リンクタグ = link2

スイッチ

UDP エンドポイント
e1000g0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link1

e1000g0
192.1.2.2
リンクタグ = link1
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ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続
しています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。
これらのリンクは、ルーターを越えません。
LLT はアドレスを発見するためにピアのノード要求をブロードキャストします。したがって
ピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定する
必要はありません。直接接続リンクの場合、リンクのブロードキャストアドレスを /etc/llttab
ファイルに設定する必要はありません。IP アドレスおよびブロードキャストアドレスが正し
く設定されていることを確認するには、ifconfig -a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.3.1 192.1.3.255

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.3.2 192.1.3.255

設定例: IP ルーターを介したリンク
図 F-2 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
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IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

図 F-2

Solaris SPARC
サイト A の Node0

UDP エンドポイント qfe1
UDP ポート= 50001
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link2

サイト B の Node1

qfe1
192.1.4.1
リンクタグ = link2

UDP エンドポイント qfe0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.1.1
リンクタグ = link1

qfe0
192.1.3.1
リンクタグ =
link1

Solaris x64
サイト A の Node0

UDP エンドポイント e1000g1 サイト B の Node1
UDP ポート = 50001
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link2
e1000g1
192.1.4.1
リンクタグ = link2

UDP エンドポイント e1000g0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.1.1
リンクタグ = link1

e1000g0
192.1.3.1
リンクタグ = link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IP アドレスが設定されていることがわかります。この
設定では、ブロードキャストは無効になっています。そのため、ブロードキャストアドレスを
/etc/llttab ファイルの link コマンドで設定する必要はありません。
set-node Node1
set-cluster 1
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link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.3.1 link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.4.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
0 link1 192.1.1.1
set-addr
0 link2 192.1.2.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは、次のようになります。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.1.1 link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.2.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
1 link1 192.1.3.1
set-addr
1 link2 192.1.4.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

UDP6 の場合、マルチキャストアドレスは「-」に設定されます。

■

各 NIC の IPv6 アドレスを設定してから LLT を設定します。
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■

/etc/llttab ファイルで定義されている IPv6 アドレスが、ネットワークインターフェース
の IPv6 アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.481 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

IP ルーターを介したリンクの場合は、マルチキャスト機能を無効にし、リンクごとの IPv6
アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.484 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.482 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.484 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

表 F-3 に示したフィールドには、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもありま
す。
表 F-3 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。
表 F-3

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: /dev/udp6）。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp6」である必要があ
ります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.481 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IPv6 address

ローカルノード上のリンクの IPv6 アドレス。

mcast-address

「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。
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/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があると
きなど、LLT のマルチキャスト機能を無効にする場合に必要です。
p.484 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
表 F-4 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 F-4
フィールド

説明

node-id

クラスタノードの ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IPv6 アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できま
す。また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次
に例を示します。
# netstat -a |

more

UDP: IPv4
Local Address
Remote Address
State
-------------------- -------------------- ---------*.sunrpc
Idle
*.*
Unbound
*.32772
Idle
*.*
Unbound
*0.32773
Idle
*.lockd
Idle
*0.32777
Idle
*0.32778
Idle
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*0.32779
*0.32780
*.servicetag
*.syslog
*0.16161
*0.32789
*0.177
*0.32792
*0.32798
*.snmpd
*0.32802
*.*
*.*
*.*

Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Unbound
Unbound
Unbound

UDP: IPv6
Local Address
Remote Address
State
If
------------------------- ------------------------- ---------- ----*.servicetag
Idle
*.177
Idle

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがすで
に使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力に
はポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

設定例: 直接接続リンク
図 F-3は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
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図 F-3
Solaris SPARC
ノード 0

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定

UDP ポート = 50001
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b47
リンクタグ = link2

ノード 1

fe80::21a:64ff:fe92:1a93
リンクタグ = link2

スイッチ
UDP ポート = 50000
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b46
リンクタグ = link1

Solaris x64
ノード 0

fe80::21a:64ff:fe92:1a92
リンクタグ = link1

UDP ポート = 50001
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b47
リンクタグ = link2

ノード 1

fe80::21a:64ff:fe92:1a93
リンクタグ = link2

スイッチ
UDP ポート = 50000
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b46
リンクタグ = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1a92
リンクタグ = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続
しています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。
これらのリンクは、ルーターを越えません。
LLT はピアノードのアドレス検出のために IPv6 マルチキャスト要求を使います。したがっ
てピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定す
る必要はありません。IPv6 アドレスが正しく設定されていることを確認するには、ifconfig
-a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
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#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link1 /dev/udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 -

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 /dev/udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 -

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 F-4 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
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図 F-4

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

Solaris SPARC
ノード 0
（サイト A） UDP ポート = 50001
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93
リンクタグ = link2

ノード 1
（サイト B）

fe80::21a:64ff:fe92:1b47
= link2

ルーター
UDP ポート = 50000
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a92
リンクタグ = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1b46
= link1

Solaris x64
ノード 0
（サイト A） UDP ポート = 50001
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93
リンクタグ = link2

ノード 1
（サイト B）

fe80::21a:64ff:fe92:1b47
= link2

ルーター
UDP ポート = 50000
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a92
リンクタグ = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1b46
= link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IPv6 アドレスが設定されていることがわかります。こ
の設定では、マルチキャストは無効になっています。
set-node Node1
set-cluster 1
link link1 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 /dev/udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
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#format:
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr

set-addr node-id link tag-name address
0 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1b46
0 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1b47
2 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1d70
2 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1d71
3 link1 fe80::209:6bff:fe1b:1c94
3 link2 fe80::209:6bff:fe1b:1c95

#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは、次のようになります。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link2 /dev/udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr 1 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1a92
set-addr 1 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1a93
set-addr 2 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1d70
set-addr 2 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1d71
set-addr 3 link1 fe80::209:6bff:fe1b:1c94
set-addr 3 link2 fe80::209:6bff:fe1b:1c95
#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

/etc/llttab 内の UDP 上での LLT の例
etc/llttab ファイル内の UDP 上での LLT の例です。
set-node galaxy
set-cluster clus1
link e1000g1 /dev/udp - udp 50000 - 192.168.10.1 link e1000g2 /dev/udp - udp 50001 - 192.168.11.1 link-lowpri e1000g0 /dev/udp - udp 50004 - 10.200.58.205 set-addr 1 e1000g1 192.168.10.2
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set-addr 1 e1000g2 192.168.11.2
set-addr 1 e1000g0 10.200.58.206
set-bcasthb
0
set-arp 0
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G
セキュアシェルまたはリモー
トシェルの通信用の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

システム間通信の設定

システム間通信の設定
通信モードを手動で設定する必要がある場合は、この手順を参照してください。 クラスタ
内のすべてのシステムで ssh または rsh コマンドを実行するには、ルート権限が必要で
す。システム間通信に ssh を使う場合は、パスワードまたはパスフレーズの要求なしで動
作するように設定する必要があります。rsh についても、パスワードを要求する画面が表
示されないように設定する必要があります。
ssh または rsh を使ってシステム間で通信できない場合は、シマンテック社のサポートに
お問い合わせください。 http://support.symantec.com を参照してください。

クラスタシステムでの ssh の設定
クラスタ外部のシステムからクラスタ内のすべてのシステムに対して VCS をインストール
する場合は、セキュアシェル（ssh）を使ってください。インストール処理を開始する前に、
ssh が正しく設定されていることを確認します。
セキュアシェル（ssh）で次の操作を実行します。
■

ネットワーク上の別のシステムにログオンします

■

リモートシステムのコマンドを実行します

■

1 つのシステムからの別のシステムにファイルをコピーします

ssh は、強力な認証機能と、チャネルを介したセキュアな通信を提供します。ssh は、
rlogin、rsh、rcp に置き換わるプログラムです。

490

付録 G セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定
システム間通信の設定

ssh の設定
ssh を設定するための手順では、OpenSSH のサンプルのファイル名とコマンドを使いま
す。
メモ: ssh には別の設定方法もあります。ssh の設定方法にかかわらず、例の最後のステッ
プを実行して、設定を確認してください。
ssh を設定するには

1

Veritas 製品のインストール元であるソースシステムに、root としてログインします。

2

ソースシステムで DSA キーのペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
# ssh-keygen -t dsa

以下に類似したシステム出力が表示されます。
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (//.ssh/id_dsa):

3

Enter キーを押して、デフォルトの /.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れます。以下
に類似したシステム出力が表示されます。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

4

パスフレーズを入力しません。Enter キーを押します。もう一度同じパスフレーズの
入力を求められます。Enter キーを再度押します。

5

すべてのターゲットインストールシステムに /.ssh ディレクトリがあることを確認します。
そのディレクトリがない場合は、ターゲットシステムで作成し、root への権限のみを
設定します。
# mkdir /.ssh
# chmod go-w /
# chmod 700 /.ssh
# chmod go-rwx /.ssh

6

すべてのターゲットインストールシステムで SFTP（Secure File Transfer Program）
が有効化されていることを確認します。SFTP を有効にするに
は、/etc/ssh/sshd_config ファイルに次の 2 行が存在する必要があります。
PermitRootLogin yes
Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server
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7

この行がない場合は、追加してから SSH を再起動します。Solaris 10 で SSH を再
起動するには、次のコマンドを入力します。
# svcadm restart ssh

8

パブリック DSA キー /.ssh/id_dsa.pub を各ターゲットシステムにコピーするには、
次のコマンドを入力します。
# sftp target_sys

システムで初めてこの手順を実行する場合は、次のような出力が表示されます。
Connecting to target_sys...
The authenticity of host 'target_sys (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9e:61:91:9e:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:87:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

9

「yes」と入力します。以下のような出力が表示されます。
Warning: Permanently added 'target_sys,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@target_sys password:

10 root のパスワードを入力します。
11 sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /.ssh/id_dsa.pub to /id_dsa.pub

12 SFTP セッションを終了するため、次のコマンドを入力します。
sftp> quit

13 ターゲットシステムで SSH セッションを開始するには、次のコマンドを入力します。
# ssh target_sys

14 プロンプトで root のパスワードを入力します。
password:
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15 ログイン後に、次のコマンドを入力して、認証キーを id_dsa.pub ファイルに追加しま
す。
# cat /id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

16 id_dsa.pub パブリックキーファイルを削除します。パブリックキーファイルを削除する
前に、次のタスクが完了していることを確認します。
■

このファイルは、ターゲット（ホスト）システムにコピーされます。

■

このファイルは、認証済みのキーファイルに追加されます。

id_dsa.pub パブリックキーファイルを削除するには、次のコマンドを入力します。
# rm /id_dsa.pub

17 SSH セッションからログアウトするには、次のコマンドを入力します。
# exit

18 インストールターゲットでもあるソースシステムからインストールする場合は、ローカル
システムの id_dsa.pub キーをローカルの /.ssh/authorized_key ファイルに追加し
ます。インストールソースシステムが認証されない場合、インストールは失敗すること
があります。

19 ソースインストールシステム上で次のコマンドを実行します。これらのコマンドでは、
プライベートキーがシェル環境に移行し、root ユーザーがそのキーをグローバルに
使えるようになります。
# exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
# ssh-add
Identity added: /.ssh/identity

この手順はシェルに固有なものであり、シェルがアクティブである間のみ使えます。
セッション中にシェルを閉じた場合は、手順をもう一度実行する必要があります。

20 ターゲットシステムに接続できることを確認するには、次のコマンドを入力します。
# ssh -l root target_sys uname -a

これで、システムからパスフレーズやパスワードを要求されずに、リモートシステムで
コマンドを実行できるようになります。

H
VCS インストールのトラブル
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。
■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

Veritas 製品のプロセスの開始と停止

■

インストーラでクラスタの UUID を作成できない

■

LLT 起動スクリプトでエラーが表示される

■

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティリティが失
敗する

■

サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS クラスタ ノードでのフェンシング
起動時の問題

ライセンス通知が表示されたときの対応
このリリースは、ライセンスキーがなくてもインストールできます。エンドユーザー使用許諾
契約に従うには、ライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーが管理する
ホストを作成します。60 日以内のこれらの条項に従わない場合は、次の警告メッセージ
が表示されます。
WARNING V-365-1-1 This host is not entitled to run Veritas Storage
Foundation/Veritas Cluster Server.As set forth in the End User
License Agreement (EULA) you must complete one of the two options
set forth below. To comply with this condition of the EULA and
stop logging of this message, you have <nn> days to either:
- make this host managed by a Management Server (see
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http://go.symantec.com/sfhakeyless for details and free download),
or
- add a valid license key matching the functionality in use on this host
using the command 'vxlicinst'

EULA の条項に従って、これらのメッセージを削除するには、60 日以内に次のいずれか
の対応を取る必要があります。
■

ホストで使用中の機能に対応する有効なライセンスキーをインストールします。
ライセンスキーのインストール後は、次のコマンドを使ってライセンスキーの認証が必
要です。
# /opt/VRTS/bin/vxkeyless

■

管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することで、キーレスライセンスを継続
します。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless

接続に失敗した後のインストーラの再起動
接続に失敗しためにインストールが強制終了された場合は、インストーラを再起動してイ
ンストールを再開できます。インストーラによって既存のインストールが検出されます。イン
ストールを再開するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。インストールを再開する
と、失敗したポイントからインストールが続行されます。

Veritas 製品のプロセスの開始と停止
インストールと設定の完了後、Veritas 製品インストーラは、インストールした製品で使う
プロセスを開始します。必要に応じて、製品インストーラを使ってプロセスを停止または開
始できます。
プロセスを停止するには
◆

-stop オプションを使って、製品インストールスクリプトを停止します。

たとえば、製品のプロセスを停止するには、次のコマンドを入力します。
# ./installer -stop
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プロセスを開始するには
◆

-start オプションを使って、製品インストールスクリプトを開始します。

たとえば、製品のプロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。
# ./installer -start

インストーラでクラスタの UUID を作成できない
インストーラがクラスタの UUID を設定する前に uuidconfig.pl スクリプトを見つけること
ができない場合、次のエラーメッセージが表示されます。
Couldn't find uuidconfig.pl for uuid configuration,
please create uuid manually before start vcs

このエラーメッセージは、VCS の設定、アップグレード中、またはインストーラを使ってクラ
スタにノードを追加するときに表示されることがあります。
回避策: VCS を起動するには、uuidconfig.pl スクリプトを手動で実行して、各クラスタノー
ドに UUID を設定する必要があります。
クラスタを手動で作成するときにクラスタ UUID を設定するには
◆

クラスタの 1 つのノードで、次のコマンドを実行してクラスタの各ノードにクラスタ UUID
を設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure nodeA
nodeB ... nodeN

ここで、nodeA、nodeB から nodeN はクラスタノードの名前です。

LLT 起動スクリプトでエラーが表示される
同じ clusterid-nodeid ペアと同じイーサネット SAP/UDP ポートを持つシステムがネット
ワーク上に複数存在する場合、LLT 起動スクリプトは次のようなエラーメッセージを表示
します。
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15238 node 1 already exists
in cluster 8383 and has the address - 00:18:8B:E4:DE:27
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15241 LLT not configured,
use -o to override this warning
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15245 cluster id 1 is
already being used by nid 0 and has the
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address - 00:04:23:AC:24:2D
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link

任意のエラーに対して /var/svc/log ディレクトリに生成されるログファイルを調べてくだ
さい。
対処方法: ネットワーク上のすべてのシステムに一意の clusterid-nodeid のペアがある
ことを確認してください。lltdump -f device -D コマンドを使って、ネットワークに接続
されている一意の clusterid-nodeid のペアのリストを取得できます。このユーティリティは
イーサネット上の LLT のみに利用できます。

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、
vxfentsthdw ユーティリティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

他のホストが SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクを予約した場合、ディス
クアレイは SCSI TEST UNIT READY コマンドに対して成功を返すことをサポートしていま
せん。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイのオ
プションである 186 ビットが使えない場合に発生します。
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サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS クラ
スタ ノードでのフェンシング起動時の問題
表 H-1
問題

VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノードでのフェンシング起動の問
題

説明と解決法

VCS クラスタの cpsadm VCS クラスタで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場合は、次の
コマンドで接続エラーが発 処理を実行してください。
生します。
■ CP サーバーがすべての VCS クラスタノードからアクセス可能であることを確認します。
VCS クラスタ ノードが正しい CP サーバー仮想 IP または仮想ホスト名と正しいポート番号を
使っていることを確認します。
/etc/vxfenmode ファイルを調べます。
■ 実行中の CP サーバーが同じ仮想 IP/仮想ホスト名とポート番号を使っていることを確認しま
す。
■

認可の失敗

CP サーバーの設定に VCSクラスタノードまたはユーザーを追加していないと、権限の確認が失敗
します。この状態では、VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングが、CP サーバー
にアクセスして自身を CP サーバーに登録することができません。フェンシングが過半数のコーディ
ネーションポイントに登録できない場合、フェンシングの起動は失敗します。
この問題を解決するには、CP サーバーの設定に CP サーバーノードとユーザーを追加し、フェン
シングを再起動します。
p.235 の 「CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動による準備」 を参照してください。

認証の失敗

CP サーバーと VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノードの間でセキュアな通信を設定した場合、次
のような原因で認証の失敗が起きることがあります。
Symantec Product Authentication Services（AT）が CP サーバーや VCS クラスタで正しく
設定されていません。
■ CP サーバーと VCS クラスタノードが異なるルートブローカーを使い、認証ブローカー間で信
頼が確立されていません。
■
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I
CP サーバーベースの I/O
フェンシングの VCS クラスタ
設定図サンプル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成
図
次の CP サーバー構成図は、構成内で CP サーバーを設定する場合のガイドとして使う
ことができます。
■

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ:
p.501 の 図 I-1 を参照してください。

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントクラス
タ:

■

リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノードキャンパス
クラスタ:

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数のクライアン
トクラスタ:
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ
図 I-1 は、2 つの一意なクライアントクラスタが 3 台の CP のサーバー（コーディネーショ
ンポイント）によって機能している構成を示しています。各クライアントクラスタは一意の
ユーザー ID を持ちます（UUID1 と UUID2）。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラ
スタ
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高可用性 CPS と 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントク
ラスタ
図 I-2 は、クライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル SCSI-3
LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
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クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクがディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するク
ライアントクラスタ

図 I-2
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノー
ドキャンパスクラスタ
図 I-3 は、2 ノードキャンパスクラスタが 1 台のリモート CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスク（各サイトから 1 台）がディスクグループ vxfencoorddg に属しま
す。3 番目のコーディネーションポイントはシングルノード VCS クラスタの CP サーバーで
す。
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 によって機能する 2 ノードキャ
ンパスクラスタ

図 I-3
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数
のクライアントクラスタ
図 I-4 は、複数のクライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクがディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複
数のクライアントクラスタ
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J
NFS 共有ディスクのメジャー
番号とマイナー番号の一致
この付録では以下の項目について説明しています。
■

NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致

NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致
設定の中に、共有バス上で NFS をサポートするディスクが含まれている場合があります。
ディスクパーティションまたは Veritas Volume Manager ボリュームにエクスポートする
NFS ファイルシステムを設定することができます。
ディスクパーティション名の例は /dev/dsk/c1t1d0s2 です。
ボリューム名の例は /dev/vx/dsk/shareddg/vol3 です。それぞれの名前は、ファイル
システムがマウントされるブロックデバイスを表します。
VCS クラスタでは、NFS サービスを提供するブロックデバイスのメジャー番号とマイナー
番号が、各クラスタノードで同じである必要があります。メジャー番号によって、必要とされ
るデバイスドライバが識別されます（たとえば、Solaris パーティションまたは VxVM ボ
リューム）。マイナー番号によって、特定のデバイス自体が識別されます。また、NFS では
メジャー番号とマイナー番号を使って、エクスポートされたファイルシステムが識別されま
す。
各ノードからのエクスポート時にファイルシステムの NFS ID が同じであることを確認する
には、メジャー番号とマイナー番号を確認する必要があります。

ディスクパーティションのメジャー番号とマイナー番号の確認
次の項では、クラスタノードが使っているディスクパーティションのメジャー番号とマイナー
番号の確認と、必要な場合はその変更について説明します。
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ディスクパーティションのメジャー番号とマイナー番号を確認するには
◆

NFS ファイルシステムをエクスポートするすべてのノードで、次のコマンドを実行しま
す。このコマンドにより、ブロックデバイスのメジャー番号とマイナー番号が表示され
ます。
# ls -lL block_device

変数 block_device は、NFS によってエクスポートされるファイルシステムが存在す
るパーティションを指定します。このコマンドをすべての NFS ファイルシステムで実
行します。たとえば、次のように入力します。
# ls -lL /dev/dsk/c1t1d0s2

ノード A の出力例
crw-r-----

1 root

sys

32,1 Dec 3 11:50 /dev/dsk/c1t1d0s2

sys

32,1 Dec 3 11:55 /dev/dsk/c1t1d0s2

ノード B の出力例:
crw-r-----

1 root

メジャー番号（32）とマイナー番号（1）が一致しており、NFS ファイルシステムの必要
条件が満たされていることに注意してください。
ディスクパーティションの一致しないメジャー番号を一致させるには

1

必要に応じて、メジャー番号とマイナー番号を調整します。たとえば、前の項の出力
が次のように表示された場合は、手順 2 からの操作を実行します。
ノード A の出力:
crw-r-----

1 root

sys

32,1 Dec 3 11:50 /dev/dsk/c1t1d0s2

sys

36,1 Dec 3 11:55 /dev/dsk/c1t1d0s2

ノード B の出力:
crw-r-----

2

1 root

VCS コマンドディレクトリに PATH を設定しておきます。
# export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/opt/VRTS/bin

3

システム B のメジャー番号（現在 36）を、システム A のメジャー番号（32）に一致す
るように変更してみます。次のコマンドを使います。
# haremajor -sd major_number

たとえば、ノード B で、次のように入力します。
# haremajor -sd 32
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4

コマンドが成功した場合は、8 の手順に進みます。

5

コマンドが失敗すると、次のようなメッセージが表示されます。
Error: Preexisting major number 32
These are available numbers on this system: 128...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

6

番号 36（ノード A のメジャー番号）がノード B では使えないことに注意してください。
ノード B で haremajor コマンドを実行して、メジャー番号を 128 に変更します。
# haremajor -sd 128

7

ノード A で同じコマンドを実行します。ノード A でコマンドが失敗した場合は、出力
に使用可能な番号が表示されます。両方のノードでコマンドを再実行し、メジャー番
号を両方で使用可能な番号に設定します。

8

コマンドが成功した各システムを再起動します。

9

次のパーティションのメジャー番号の調整に進みます。

ディスクパーティションの一致しないマイナー番号を一致させるには

1

この例では、マイナー番号は 1 と 3 であり、各ノードでそれらを 30 に設定することに
より調整しています。

2

ブロックデバイスの名前を使って、両方のノードで次のコマンドを入力します。
# ls -1 /dev/dsk/c1t1d0s2

このコマンドからの出力は、ノード A では次のようになります。
lrwxrwxrwx 1 root
/dev/dsk/c1t1d0s2

root

83 Dec 3 11:50
-> ../../

devices/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@1,0:d,raw

デバイス名は devices に続くスラッシュを含み、コロンの前まで続きますが、コロン
を含みません。
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3

両方のノードで次のコマンドを入力して、SCSI ドライバが使っているインスタンス番
号を特定します。
# grep sd /etc/path_to_inst | sort -n -k 2,2

このコマンドからの出力は、ノード A では次のようになります。
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@0,0" 0 "sd"
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@1,0" 1 "sd"
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@2,0" 2
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@3,0" 3
.
.
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@d,0"
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@e,0"
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@f,0"

"sd"
"sd"

27 "sd"
28 "sd"
29 "sd"

この出力では、インスタンス番号は 2 番目のフィールドにあります。
手順 2 で表示されたノード A の名前と一致するデバイス名に関連付けられたインス
タンス番号は「1」です。

4

各ノードの出力に表示されているデバイスのインスタンス番号を比較します。
インスタンス番号を見直した後、次のタスクの 1 つを実行します。
■

あるノードのインスタンス番号が別のノードで使われていない場合（手順 3 の出
力には表示されない）は、/etc/path_to_inst を編集します。
第 2 ノードのインスタンス番号が最初のノードのインスタンス番号と同様になるよ
うに、このファイルを編集します。

■

5

両方のノードでインスタンス番号がすでに使用済みの場合は、両方のノードで
/etc/path_to_inst を編集します。デバイス名と関連付けされたインスタンス
番号を未使用の番号に変更します。この番号は、他のデバイスが使う最大値よ
りも大きい数字にする必要があります。たとえば、手順 3 の出力は、すべてのデ
バイスが使用するインスタンス番号（0 から 29 まで）を示しています。各ノードの
/etc/path_to_inst ファイルを編集し、インスタンス番号を 30 にリセットしま
す。

次のコマンドを入力して、/etc/path_to_inst が変更された各ノードを再起動しま
す。
# reboot -- -rv
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VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番号の確認
次の項では、クラスタシステムが使用する VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番
号の確認と、必要な場合はその変更について説明します。
VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番号を確認するには

1

VCS コマンドディレクトリに PATH を設定しておきます。次に例を示します。
# export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/opt/VRTS/bin

2

デバイスを一覧表示するには、各ノードで ls -lL block_device コマンドを使い
ます。
# ls -lL /dev/vx/dsk/shareddg/vol3

ノード A の出力は、次のようになります。
brw------1 root root
/dev/vx/dsk/shareddg/vol3

32,43000 Mar 22 16:4 1

ノード B の出力は、次のようになります。
brw------1 root root
/dev/vx/dsk/shareddg/vol3

3

36,43000 Mar 22 16:4 1

各ノードで、関連付けられた共有ディスクグループをインポートします。
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4

NFS ファイルシステムをエクスポートする各ノードで、次のコマンドを実行します。コ
マンドは Veritas Volume Manager が使う vxio および vxspec のメジャー番号を
表示します。他のメジャー番号も表示されますが、調整の対象は vxio と vxspec の
みです。
# grep vx /etc/name_to_major

ノード A の出力:
vxdmp 30
vxio 32
vxspec 33
vxfen 87
vxglm 91

ノード B の出力:
vxdmp 30
vxio 36
vxspec 37
vxfen 87
vxglm 91

5

ノード B の vxio および vxspec のメジャー番号を、ノード A のメジャー番号と一致
するように変更するには、次のコマンドを使います。
haremajor -vx major_number_vxio major_number_vxspec

次のように実行します。
# haremajor -vx 32 33

コマンドが成功したら、手順 8 に進みます。コマンドが失敗すると、次のようなメッセー
ジが表示されます。
Error: Preexisting major number 32
These are available numbers on this system: 128...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.
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6

このメッセージが表示されたら、ノード A で haremajor コマンドを使って、メジャー
番号（32/33）をノード B（36/37）のメジャー番号と一致するように変更します。次の
ように実行します。
# haremajor -vx 36 37

再びこのコマンドが失敗すると、次のようなメッセージが表示されます。
Error: Preexisting major number 36
These are available numbers on this node: 126...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

7

この 2 回目のメッセージが表示されたら、使用可能な 2 つの番号のうちの大きいほ
う（この例では 128）を選択します。haremajor コマンドのこの番号を使って、メジャー
番号を調整します。両方のノードで次のコマンドを実行します。
# haremajor -vx 128 129

8

haremajor コマンドが成功した各ノードを再起動します。

9

マイナー番号が一致したら、次の NFS ブロックデバイスのメジャー番号とマイナー
番号の調整に進みます。

10 マイナー番号が一致しないブロックデバイスがボリュームの場合は、vxdg（1M）のマ
ニュアルページを参照してください。マニュアルページには、Veritas Volume
Manager のマイナー番号の調整手順と、reminor オプションの具体的な参照情報
が記載してあります。
vxio ドライバ番号を変更したノードには再起動が必要です。
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K
他の製品とともに Veritas
Cluster Server をインストー
ルする場合の互換性問題
この付録では以下の項目について説明しています。
■

他の Veritas 製品が存在する環境での Storage Foundation 製品のインストール、
アンインストール、またはアップグレード

■

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストー
ル、アップグレード

■

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンイン
ストール、またはアップグレード

他の Veritas 製品が存在する環境での Storage
Foundation 製品のインストール、アンインストール、ま
たはアップグレード
他の Veritas 製品がインストールされている環境に Storage Foundation をインストール
すると、互換性の問題が生じることがあります。たとえば、VOM、ApplicationHA、
NetBackup が存在するシステムに Storage Foundation 製品をインストールする場合な
どです。
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VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のイ
ンストール、アンインストール、アップグレード
VOM がすでにインストールされているシステムで Storage Foundation 製品のインストー
ルまたはアップグレードを計画する場合は、次の互換性問題に注意してください。
■

SFM Central Server または VOM Central Server が存在する環境で Storage
Foundation 製品をインストールまたはアップグレードする際に、インストーラによって
VRTSsfmh のアップグレードがスキップされ、SFM Central Server と管理対象ホス
トパッケージはそのままの状態で残されます。

■

SFM Central Server または VOM Central Server が存在する環境で Storage
Foundation 製品をアンインストールする際に、インストーラによって VRTSsfmh は
アンインストールされません。

■

SFM または VOM 管理対象ホストが存在する環境で Storage Foundation 製品をイ
ンストールまたはアップグレードする際に、VRTSsfmh をアップグレードすることを通
知する警告メッセージがインストーラによって表示されます。

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製
品のインストール、アンインストール、またはアップグレー
ド
NetBackup がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation のイン
ストールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたはアッ
プグレードを行うと、インストーラは VRTSpbx と VRTSicsco のアンインストールは実
行しません。VRTSat のアップグレードは行われません。

■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のアンインストールを行う
と、インストーラは VRTSpbx、VRTSicsco、VRTSat のアンインストールは実行しませ
ん。
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