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1
Storage Foundation Cluster
File System High
Availability のアップグレー
ドについて
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability について

■

I/O フェンシングについて

■

Veritas Operations Manager について

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability について
シマンテック社の Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability
は、ストレージエリアネットワーク（SAN）環境で共有データをサポートするために Veritas
Storage Foundation を拡張します。Storage Foundation Cluster File System High
Availability を使うと、複数のサーバーは、アプリケーションに対して透過的に共有スト
レージとファイルに同時アクセスできます。
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability は、可用性とパ
フォーマンスの自動化とインテリジェント管理も強化します。
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability には、製品に高
可用性機能を追加する Veritas Cluster Server が含まれています。
Veritas File Replicator 機能のライセンスもこの製品で取得できます。
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I/O フェンシングについて

製品をインストールするには、『Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability インストールガイド』の指示に従ってください。
高可用性環境について詳しくは、Veritas Cluster Server のマニュアルを参照してくだ
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、Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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、Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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。
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。

第 1 章 Storage Foundation Cluster File System High Availability のアップグレードについて
Veritas Operations Manager について

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、
Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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.82 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンで
の Storage Foundation Cluster File System High
Availability 用 I/O フェンシングについて」 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。
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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。

Veritas Operations Manager について
シマンテック社の Veritas Operations Manager は、Veritas Storage Foundation and
High Availability 製品を 1 つの画面で中央から管理するためのコンソールです。Veritas
Operations Manager を使うことで、ストレージやクラスタ内のリソースを監視、視覚化、
管理し、それらについてのレポートを生成できます。管理者は Veritas Operations
Manager から多様なデータセンター環境を集中管理できます。

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。
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Veritas Operations Manager について

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。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）のコンソールは Storage Foundation 製品
に含まれなくなりました。VEA を使って続行する場合は、ソフトウェアバージョンを
http://go.symantec.com/vcsm_download からダウンロードできます。Veritas Storage
Foundation Management Server は非推奨です。
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。

2
インストール前に
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFCFSHA のインストールの計画について

■

インストールと設定の方法について

■

システムがインストールできる状態かどうかの評価

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability ソフトウェア
のダウンロード

■

環境変数の設定

■

プライベート NIC の LLT メディア速度設定の最適化

■

LLT 相互接続のメディア速度設定に関するガイドライン

■

永続的な名前のネットワークインターフェースの確認

■

Veritas インストーラでの ssh または rsh の使用について

■

共有ストレージの設定

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の前提条件

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability のハードウェ
ア概要と必要条件

SFCFSHA のインストールの計画について
ご利用になる前に、リリースノートの最新版を使用していることを確認してください。最新
のマニュアルはシマンテック社の Symantec Operations Readiness Tools（SORT）の
Web サイトで利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents
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インストールと設定の方法について

マニュアルバージョン: 6.0.0.
このインストールガイドは、基本的な UNIX システムおよびネットワーク管理の知識をすで
に持っているシステム管理者のために設計されています。基本的な知識とは、tar、mkdir
のようなコマンド、および単純なシェルスクリプトを含みます。さらに、SFCFSHA がインス
トールされる、特定のプラットフォームとオペレーティングシステムに精通しておく必要も
あります。
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストールす
る場合は、インストール前の手順に従ってください。

インストールと設定の方法について
次の方法のいずれかを使って SFCFSHA をインストール、設定します。
表 2-1

インストールと設定の方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラを 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。
使った対話式のインストールと設
■ 共通の製品インストーラスクリプト:
定
インストーラ
メモ: 電子ダウンロードのサイト
共通の製品インストーラスクリプトでは、インストールと設定の
から SFCFSHA を入手した場合
オプションの選択を簡略化するメニューが表示されます。
は、installer スクリプトでは
なく installsfcfsha スクリ ■ 製品固有のインストールスクリプト:
installsfcfsha
プトを使う必要があります。
■ 製品固有のインストールスクリプトでは、コマンドラインインター
フェースオプションが提供されます。installsfcfsha ス
クリプトを使ったインストールと設定は、installer スクリプ
トから SFCFSHA を指定するのと同じです。
この方法は、SFCFSHA のみをインストールまたは設定する
場合に使います。
応答ファイルを使ったサイレント 応答ファイルは、情報の入力を求めるメッセージを表示する代わ
インストール
りに、指定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、インストールと設定を自動化します。スクリプトベースの
インストーラと応答ファイルを使って、1 つ以上のシステムにサイ
レントにインストールできます。
p.379 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
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方法

説明

Web ベースのインストーラ

Web ベースのインストーラには、標準の Web ブラウザを使って
リモートサイトからインストールと設定を管理するためのインター
フェースがあります。
webinstaller
p.63 の 「Web ベースのインストーラについて」 を参照してくださ
い。

Kickstart

Kickstart により、システム管理者は、事前定義済みのカスタマ
イズされた設定に基づいてシステムを自動的にインストールでき
ます。Kickstart は、Red Hat Linux オペレーティングシステム
で使用できるオペレーティングシステムの自動インストール方法
です。
p.69 の 「Kickstart を使った SFCFSHA のインストール」 を参照
してください。

手動でのインストールと設定

手動インストールでは、Linux コマンドを使って SFCFSHA をイ
ンストールします。すべての製品に必要なすべてのRPMsとパッ
チの一覧を正しいインストール順序で取得するには、次のように
入力します。
# installer -allpkgs
Linux コマンドを使用して SFCFSHA をインストールします。次
に、手動、もしくは installsfcfsha または installer スクリプト
を使った対話式の方法で SFCFSHA スタックを設定します。

システムがインストールできる状態かどうかの評価
システムが Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.0
のインストールの必要条件を満たしていることを確認するために、シマンテック社はシステ
ムを評価する次のツールを提供します。
Symantec Operations Readiness Tools

SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）は、シマンテック社のエンタープライズ製
品をサポートするために設計された、Webベー
スのアプリケーションです。
p.26 の 「Symantec Operations Readiness
Tools」 を参照してください。
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インストーラを使ったシステムのプレチェック

指定したシステムでインストール前チェックを実
行します。Veritas 製品のインストーラによって、
指定したシステムが Veritas Storage
Foundation Cluster File System High
Availability 6.0 をインストールするための最小
必要条件を満たしているかどうかが報告されま
す。
p.26 の 「Veritas インストーラを使ったシステム
のプレチェック」 を参照してください。

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

Veritas インストーラを使ったシステムのプレチェック
スクリプトベースおよび Web ベースインストーラのプレチェックオプションによって、次の
ことが検査されます。
■

インストール用の推奨スワップ領域

■

インストール先システムで Veritas プログラムの最適なパフォーマンスのために推奨
されるメモリサイズ

■

オペレーティングシステムの必須バージョン

プレチェックオプションを使うには

1

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを起動します。

2

プレチェックオプションを選択します。
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■

Web ベースのインストーラの場合は、［タスク（Task）］メニューの［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。

■

スクリプトベースのインストーラの場合は、検査を実行するシステムのルートから
インストーラを起動します。
# ./installer

［タスクメニュー（Task Menu）］から、p キーを押してプレチェックを開始します。

3

出力を確認して、インストーラから推奨される変更を加えます。

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability ソフトウェアのダウンロード
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability ソフトウェアを取
得する 1 つの方法は、シマンテック社の Web サイトからローカルシステムにダウンロード
することです。
試用版をダウンロードするには、次を実行してください。詳しくは、Veritas の担当者にお
問い合わせください。
ソフトウェアの試用版バージョンをダウンロードするには、以下の手順を実行します。

1

次のリンクをブラウザで開きます。
http://www.symantec.com/index.jsp

2

ページの一番下で、［ダウンロード（Downloads）］リンクをクリックしてください。

3

［ビジネス（Business）］フィールドでは、［試用版（Trialware）］をクリックしてくださ
い。

4

次のページの一番下付近で、［ビジネス継続（Business Continuity）］をクリックし
てください。

5

Cluster Server で、［今すぐダウンロード（Download Now）］をクリックしてください。

6

新しいウィンドウで、［今すぐダウンロード（Download Now）］をクリックしてください。

7

既存のクレデンシャルを使ってログイン、または新しいクレデンシャルを作成できま
す。

8

使用条件を確認して［同意します（I agree）］をクリックしてください。

9

ダウンロードする製品を見つけて選択します。インストールを続けます。

スタンドアロン Veritas 製品をダウンロードする場合、単一製品のダウンロードファイルに
は製品のインストーラは含まれません。特定の製品をインストールするには、その製品の
インストールスクリプトを使います。
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メモ: 試用版は完全な製品バージョンです。有効なライセンスは製品をデモまたは試用版
の状態にします。
p.371 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
ソフトウェアをダウンロードするには

1

ダウンロードしたソフトウェアを格納する十分な容量がファイルシステム上にあること
を確認します。
ダウンロード、gunzip、および tar 抽出に必要な推定容量は 1 GB です。
ソフトウェアを同じシステムにインストールする場合、インストールするソフトウェア用
に十分な容量があることも確認します。
p.46 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。

2

使用可能な空き領域を見るには、ソフトウェアをダウンロードしようとしているローカル
ファイルシステムの名を指定して df コマンドを使用することもできます。
# df -k filesystem

注意: ファイルをダウンロードする場所を選択するときに、以前のリリースまたはメンテ
ナンスパックの Veritas 製品が含まれるディレクトリを選択しないでください。バージョ
ンごとにディレクトリが異なるようにしてください。

3

十分な容量のあるファイルシステムを指定して、ソフトウェアをダウンロードします。

環境変数の設定
インストールに使うコマンドの大多数は、/sbin または /usr/sbin ディレクトリにあります。
この 2 つのディレクトリを必要に応じて PATH 環境変数に追加します。
インストール後に、SFCFSHA コマンドは /opt/VRTS/bin に格納されます。SFCFSHA
のマニュアルページは /opt/VRTS/man に格納されます。
PATH 環境変数には、標準 Linux コマンドのパスの後に /opt/VRTS/bin ディレクトリを
指定してください。
一部の VCS カスタムスクリプトは /opt/VRTSvcs/bin に存在します。高可用性製品をイ
ンストールする場合は、PATH に /opt/VRTSvcs/bin も追加してください。
VxFS 固有のコマンド（df、fsdb、ncheck、umouunt）を実行するには、絶対パス名
（/opt/VRTS/bin/コマンド）を入力します。
/opt/VRTS/man を含むように MANPATH 環境変数を設定するには、次の手順を実行

します。
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■

sh または bash などのシェルを使っている場合は、次を入力します。
$ MANPATH=$MANPATH:/opt/VRTS/man; export MANPATH

■

csh または tcsh などのシェルを使っている場合は、次を入力します。
% setenv MANPATH $(MANPATH):/opt/VRTS/man

Red Hat システムの場合はさらに、MANSECT 環境変数で定義されるリストに 1m マニュア
ルページセクションを追加します。
■

sh または bash などのシェルを使っている場合は、次を入力します。
$ MANSECT=$MANSECT:1m; export MANSECT

■

csh または tcsh などのシェルを使っている場合は、次を入力します。
% setenv MANSECT $(MANSECT):1m
man（1）コマンドを使ってマニュアルページを表示する場合は、シェルで LC_ALL=C と

設定して、マニュアルページが正しく表示されるようにします。

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。
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■

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。

永続的な名前のネットワークインターフェースの確認
VCS では、ネットワークインターフェースカードで永続的なインターフェース名を使うこと
が求められます。デフォルトでは、SLES 10 以降は udev を使用して永続的なインター
フェース名を実現しています。
永続的なネットワークインターフェースを確認して設定するには
◆

ネットワークインターフェース名が永続的であることを確認してください。
ネットワークインターフェース名が永続的でない場合は、永続的なインターフェース
を手動で設定します。
RHEL、SLES、OEL については、永続的なインターフェースの設定について詳しく
は OS のマニュアル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。
p.372 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。
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。
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■

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。

p.419 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 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。
メモ: Storage Foundation Cluster File System High Availability では、SCSI-3 PR 対
応ストレージをサポートしない仮想環境での非 SCSI3 サーバーベースフェンシング設定
もサポートされます。
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 Storage Foundation Cluster File System
High Availability 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
共有ストレージを設定するには、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

ディスクを最初のクラスタシステムに接続します。

2

ディスクの電源をオンにします。

3

ターミネータをディスクの別のポートに接続します。

4

システムを起動します。システムの起動中にディスクが検出されます。

5

CTRL+A を押してディスクの SCSI BIOS 設定を呼び出します。
次の設定を行います。

6

■

［Host adapter SCSI ID］を 7 か、設定に対して適切な値に設定します。

■

［Advanced Configuration Options］の［Host Adapter BIOS］を Disabled に
設定します。

共有ディスクをフォーマットして、その上に必要なパーティションを作成します。
次の設定を行います。
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■

共有ディスク名を指定します。2 つの内部 SCSI ハードディスクがある場合、共有
ディスクは /dev/sdc です。
共有ディスクが sdc、sdb などのいずれであるかを指定します。

■

次のようにコマンドを入力します。
# fdisk /dev/shareddiskname

たとえば、共有ディスクが sdc である場合、次のように入力します。
# fdisk /dev/sdc
■

Volume Manager ユーティリティを使用してディスクグループおよびボリューム
を作成します。

■

ボリュームへファイルシステムを適用するには、次のように入力します。
# mkfs -t fs-type /dev/vx/dsk/disk-group/volume

たとえば、次のコマンドを入力します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dg/vol01

ここでディスクグループの名前は dg、ボリュームの名前は vol01、ファイルシステ
ムタイプは vxfs です。

7

ディスクの電源をオフにします。

8

ターミネータをディスクからはずして、ディスクを別のクラスタシステムに接続します。

9

ディスクの電源をオンにします。

10 2 つ目のシステムを起動します。これでシステムはディスクを検出できます。
11 CTRL+A を押してディスクの SCSI BIOS 設定を呼び出します。
次の設定を行います。

12

■

［Host adapter SCSI ID］を 6 か、設定に対して適切な値に設定します。SCSI
ID は最初のクラスタシステムで設定されたものと異なる必要がある点に注意して
ください。

■

［Advanced Configuration Options］の［Host Adapter BIOS］を Disabled に
設定します。

fdisk コマンドを使用して共有ディスクを見ることができることを確認します。

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。
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共有ストレージでファイバーチャネルを設定するには

1

ファイバーチャネルディスクをクラスタシステムに接続します。

2

システムを起動してファイバーチャネルの設定を変更します。システム内のすべての
QLogic アダプタについて、次のタスクを実行します。
■

Alt+Q を押して QLogic アダプタ設定メニューを呼び出します。

■

［Configuration Settings］を選択します。

■

Enter キーを押します。

■

［Advanced Adapter Settings］を選択します。

■

Enter キーを押します。

■

［Enable Target Reset］オプションを［Yes］（デフォルト値）に設定します。

■

設定を保存します。

■

システムを再起動します。

3

システムがファイバーチャネルディスクを正しく検出することを確認します。

4

ボリュームを作成します。共有ディスクをフォーマットして必要なパーティションを作
成し、次の手順を実行します。
■

共有ディスク名を指定します。2 つの内部 SCSI ハードディスクがある場合、共有
ディスクは /dev/sdc です。
共有ディスクが sdc、sdb などのいずれであるかを指定します。

■

次のようにコマンドを入力します。
# fdisk /dev/shareddiskname

たとえば、共有ディスクが sdc である場合、次のように入力します。
# fdisk /dev/sdc
■

Volume Manager ユーティリティを使用してディスクグループおよびボリューム
を作成します。

■

ボリュームへファイルシステムを適用するには、次のように入力します。
# mkfs -t fs-type /dev/vx/dsk/disk-group/volume

たとえば、次のコマンドを入力します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dg/vol01

ここでディスクグループの名前は dg、ボリュームの名前は vol01、ファイルシステ
ムタイプは vxfs です。
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5

ファイバーチャネルへの接続が必要なクラスタ内のすべてのノードについて、手順
2 と手順 3 を繰り返します。

6

クラスタシステムの電源をオフにします。

7

同じディスクを次のクラスタシステムに接続します。

8

2 つ目のシステムの電源をオンにします。

9

2 つ目のシステムがディスク名を正しく参照できることを確認します。ディスク名は同
じであるはずです。
p.146 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。

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability の前提条件
各クラスタノードはパブリックネットワークに接続される必要があり、それぞれが、パブリッ
クネットワーク上でアクセスできるようにするため、重複のないホスト名を持つ必要がありま
す。インストールするもとのローカルノードが、クラスタの一部である必要はありません。
SFCFSHA をインストールする場合は、次の情報を提供します。
■

クラスタ名（英字（a-z、A-Z）で開始）。

■

重複のないクラスタ ID（0 ～ 65535）。パブリックサブネット内で、新しいクラスタで重
複するクラスタ ID を使うと、既存のクラスタの障害を引き起こす可能性があります。

■

クラスタノードのホスト名。

■

ノード間のプライベートネットワーク用に使われるネットワークインターフェースカード
（NIC）のデバイス名。

■

Veritas ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、クラスタをインストール
して設定するには、ノード間で通信を確立する必要があります。インストールユーティ
リティを実行するノードには、すべてのクラスタノードまたはリモートシステム上で root
として rsh（リモートシェル）ユーティリティまたは ssh（セキュアシェル）ユーティリティを
実行するアクセス権限が必要です。

■

I/O フェンシングを有効にしてクラスタを設定するようお勧めします。I/O フェンシング
は SCSI-3 PR（Persistent Reservation）をサポートする共有デバイスが必要です。
I/O フェンシングを有効化すると、スプリットブレーンシナリオによるデータの破損を防
ぐことができます。
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability は、I/O フェ
ンシングが有効になっていなくてもサポートされます。ただし、I/O フェンシングを有効
にしないと、スプリットブレーンシナリオによりデータが破損する恐れがあります。
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■

大きいクラスタ環境では、ボリュームセットの最初のボリュームが、メタデータすべてを
取り扱うために十分に大きいことを確認してください。大きいクラスタ環境は 14 以上
のノードと、40 以上のボリュームがあるボリュームセットを含んでいます。最初のボ
リュームの最小サイズは 900 M 以上である必要があります。

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability のハードウェア概要と必要条件
VxFS クラスタ機能は Fibre Channel ファブリック上で最適に動作します。Fibre Channel
技術は、現在入手できる接続の中で最も高速で信頼性がある、高帯域幅の接続を提供
します。 Fibre Channel 技術を実装することで、SFCFSHA は最新の Veritas Storage
Area Network（SAN）アプリケーションと連携して使うことができ、完全なデータ格納と検
索システムを提供できます。
図 2-1 はディスクアレイでの Fibre Channel ファブリック上のクラスタファイルシステムの
設定を示します。
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図 2-1

Fibre Channel ファブリック上に構築された 4 ノード SFCFSHA クラス
タ

共有ストレージ
共有ストレージは、クラスタのノードに直接、または Fibre Channel Switch を経由して接
続された、1 つ以上の共有ディスクまたはディスクアレイです。ノードはローカル I/O チャ
ネル上に非共有（ローカル）のデバイスを持つこともできます。/、/usr、/var などのシス
テムパーティションはローカルデバイス上に持つことをお勧めします。

ファイバーチャネルスイッチ
クラスタの各ノードは、共有ストレージデバイスにアクセスするために、Fibre Channel I/O
チャネルを持つ必要があります。Fibre Channel ファブリックのプライマリコンポーネント
は Fibre Channel スイッチです。
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クラスタプラットフォーム
SFCFSHA（Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability）のク
ラスタ内のノードとして機能できるハードウェアプラットフォームが複数あります。
『Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability リリースノート』
を参照してください。
メモ: クラスタが正常に動作するには、すべてのノードの時刻がそろっている必要がありま
す。NTP（Network Time Protocol）デーモンを実行しない場合は、クラスタに属するす
べてのシステムの時刻が同期されていることを確認します。
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3
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。
■

リリースノート

■

ハードウェア互換性リスト（HCL）

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

I/O フェンシングの必要条件

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability メモリの必要条件

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability の CPU の必要条件

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability ノードの必要
条件

■

データベースの必要条件

■

VxVM のライセンス

■

CDS ライセンス

■

ディスク領域の必要条件

■

製品バージョンと各種必要条件に関する情報の検出

■

サポートされるノードの数

リリースノート
各 Veritas 製品のリリースノートには、システム必要条件やサポート対象ソフトウェアの更
新など、各製品についての最新情報と重要な詳細が含まれています。製品のインストー
ルを開始する前に、リリースノートで最新情報を確認してください。
製品のマニュアルは次の場所の Web で利用可能です。
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https://sort.symantec.com/documents

ハードウェア互換性リスト（HCL）
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。Storage Foundation and High Availability Solutions を
インストール、またはアップグレードする前に、最新の互換性リストをチェックして、ハード
ウェアとソフトウェアの互換性を確認してください。
サポートされ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
特定の High Availability 設定の必要条件について詳しくは、『Veritas Cluster Server
インストールガイド』を参照してください。

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 Storage Foundation
Cluster File System High Availability のリリースノートを参照してください。

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。
■

コーディネータディスク
p.40 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.41 の 「CP サーバーの必要条件」 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 Storage Foundation Cluster File System
High Availability 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.44 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。
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■

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。

CP サーバーの必要条件
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 Cluster Server インストールガイド』または『Veritas Storage Foundation High
Availability インストールガイド』を参照してください。
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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 3-1 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。
表 3-1

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 SFCFSHA 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 3-2 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。
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表 3-2
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。

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
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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。
SFCFSHA 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 SFCFSHA クラスタ

はい

はい

非セキュアモードの SFCFSHA 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

SFCFSHA 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。

■

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
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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
■

AMD Opteron または Intel Xeon EM64T（x86_64）上の VMware Server ESX 3.5、
4.0、5.0
VMware vSphere 5.0
ゲスト OS : サポート対象の Linux オペレーティングシステムのリストについては、
『Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability リリースノー
ト』を参照してください。

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。
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■

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。

Storage Foundation Cluster File System High
Availability メモリの必要条件
2 GB のメモリが必要です。

Storage Foundation Cluster File System High
Availability の CPU の必要条件
少なくとも 2 つの CPU が必要です。

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability ノードの必要条件
Cluster File System 内のすべてのノードで、同じオペレーティングシステムバージョンと
更新レベルがインストールされている必要があります。

データベースの必要条件
次の TechNote は、サポート対象のデータベースとオペレーティングシステムの最新情
報を提供します。
http://www.symantec.com/docs/DOC4039
メモ: SFCFSHA は VxFS と VxVM で Oracle、DB2、Sybase の実行をサポートします。
SFCFSHA は DB2 と Sybase で SFDB ツールの実行をサポートしません。

VxVM のライセンス
次の表に、Veritas Volume Manager のライセンスのレベルと、各レベルでサポートされ
る機能を示します。
表 3-3 では、Veritas Volume Manager のライセンスのレベルとサポートされる機能につ
いて説明しています。
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表 3-3

Veritas Volume Manager のライセンスのレベルとサポートされる機
能

VxVM のライセン サポートされる機能の説明
ス
フル

連結、分散、ルータビリティ、ボリュームのサイズ変更、複数ディスクグルー
プ、ネーティブのボリュームマネージャとの共存、ストライプ化、ミラー化、ミ
ラーの DRL ログ、ストライプ化 + ミラー化、ミラー化+ ストライプ化、RAID-5、
RAID-5 ログ、Smartsync、ホットスペア、ホットリロケーション、オンラインデー
タ移行、オンライン再レイアウト、ボリュームスナップショット、ボリュームセッ
ト、Intelligent Storage Provisioning、インスタントスナップショットでの
FastResync、Storage Expert、デバイス検出層（DDL）、DMP（Dynamic
Multipathing）、Veritas Operations Manager（VOM）。

アドオンのライセンス クラスタ機能（クラスタ共有ディスクグループと共有ボリューム）や Veritas
Volume Replicator などの VxVM のフルライセンスを補強する機能。

メモ: VxVM のアドオンのライセンスを有効活用するには、VxVM のフルライセンスが必
要です。
VxVM で有効になっているライセンス機能を表示するには
◆

次のコマンドを入力します。
# vxdctl license

CDS ライセンス
CDS 機能は、PDC（Portable Data Containers）とも呼ばれます。
CDS ディスクグループを前回とは異なるプラットフォームにインポートするには、CDS ライ
センスが必要です。CDS ライセンスは Veritas Storage Foundation のライセンスに含ま
れています。

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。
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# ./installer -precheck

SFCFSHA 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。
# ./installsfcfsha -precheck

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RPMsまたはパッチ（該当する場合）で見つからないもの

■

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

サポートされるノードの数
SFCFSHA では、最大 64 ノードのクラスタ設定がサポートされます。
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4
Veritas 製品のライセンス
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

■

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

■

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.50 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.52 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。

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。
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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
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。

Veritas 製品のライセンスキーのインストール
VRTSvlic RPM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。
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
Storage Foundation Cluster
File System High Availability
のインストール

■

第5章 スクリプトベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File
System High Availability のインストール

■

第6章 Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System
High Availability のインストール

■

第7章 他の方法を使用した Storage Foundation Cluster File System High
Availability のインストール
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5
スクリプトベースのインス
トーラを使った Storage
Foundation Cluster File
System High Availability 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。
■

インストール準備の概要

■

製品ディスクのマウント

■

Veritas インストーラについて

■

製品インストーラを使った Storage Foundation Cluster File System High
Availability のインストール

インストール準備の概要
表 5-1 に、製品インストーラを使ったインストールの概要を示します。
表 5-1

インストールの概要

インストールのタスク

項

製品のライセンスを入手します。

p.49 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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インストールのタスク

項

ソフトウェアをダウンロードするか、または製品
DVD を挿入します。

p.27 の 「Veritas Storage Foundation Cluster
File System High Availability ソフトウェアのダ
ウンロード」 を参照してください。
p.56 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してく
ださい。

環境変数を設定します。

p.28 の 「環境変数の設定」 を参照してください。

すべてのノードでセキュアシェル（ssh）を設定し p.419 の 「製品インストール前のセキュアシェル
ます。
またはリモートシェル通信モードの設定につい
て」 を参照してください。
ハードウェア、ソフトウェア、オペレーティングシ p.39 の 「リリースノート」 を参照してください。
ステムの必要条件が満たされていることを確認し
ます。
十分な空きディスク領域があることを確認します。 p.46 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照して
ください。
インストーラを使用して製品をインストールしま
す。

p.57 の 「Veritas インストーラについて」 を参照
してください。

製品ディスクのマウント
SFCFSHA 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。
製品ディスクをマウントするには

1

SFCFSHA 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。
SFCFSHA 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

SFCFSHA ソフトウェアの製品ディスクを、システムに接続されているドライブに挿入
します。
ディスクは自動的にマウントされます。

3

ディスクが自動的にマウントされない場合、次のように入力します。
# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom
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4

RPMs のある場所へ移動します。
# cd /mnt/cdrom/dist_arch/rpms

dist は rhel5、rhel6、sles10、または sles11 であり、RHEL と SLES の場合 arch
は x86_64 です。

Veritas インストーラについて
インストーラを使うと、製品のインストールと設定、インストール前の必要条件の確認、製
品の説明の表示を行うことができます。
スタンドアロン Veritas 製品を Web サイトからダウンロードしてインストールした場合、単
一製品のダウンロードファイルには、一般的な製品インストーラが含まれていません。製
品インストールスクリプトを使って製品をインストールします。
p.371 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
インストール中のほとんどの場所で、別の操作をするために以下の文字を入力できます。
■

インストール手順の前のセクションに戻るには、b（［戻る（back）］）と入力します。イン
ストールスクリプトの［戻る（back）］機能はコンテキスト依存であるため、該当する質問
群の冒頭まで戻ることになります。

■

インストール手順中にハングアップした場合、Ctrl+C を押すとプログラムを停止して
終了することができます。短い遅延の後、スクリプトが終了します。

■

インストーラを終了するには、q を入力します。

■

ヘルプを表示するには、? を入力します。

■

デフォルトの応答を受け入れる場合は、Enter キーを押します。

p.372 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

製品インストーラを使った Storage Foundation Cluster
File System High Availability のインストール
Storage Foundation Cluster File System High Availability のライセンスキーを入力
してインストールするには、製品インストーラを使うことをお勧めします。
次の手順例は、2 つのノード「host1」と「host2」で構成される Veritas Storage Foundation
Cluster File System High Availability クラスタのインストールを想定しています。スタン
ドアロンシステムのみにインストールする場合、一部の手順は不要のため、該当する箇所
にそのことが明示されます。
デフォルト値はカッコで囲まれています。Return キーを押し、デフォルト値を受け入れる
ことができます。
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メモ: ダウンロード Web サイトから Veritas 製品を入手した場合、個別の製品のダウン
ロードファイルには installer インストールスクリプトが含まれていないため、その製品
のインストールスクリプトを使って製品をインストールする必要があります。たとえば、Veritas
Cluster File System High Availability をダウンロードした場合、installer スクリプト
の代わりに installsfcfsha スクリプトを使います。
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストールす
るには

1

複数のシステムにインストールするには、システム間のコマンドがパスワード入力や
確認なしで動作するよう、システムを設定します。
p.419 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

2

ソフトウェアディスク読み込みおよびマウントします。

3

ディスクの最上位ディレクトリに移動します。
# cd /dvd_mount

4

このディレクトリから、次のコマンドを入力して、ローカルシステムにインストールしま
す。また、セキュアシェルまたはリモートシェルユーティリティが設定されている場合
は、このコマンドを使ってリモートシステムにもインストールします。
# ./installer

5

インストールすることを表す「I」を入力して Return キーを押します。

6

インストールメニューから I オプションを選択し、Storage Foundation Cluster File
System High Availability の番号を入力します。Return キーを押します。

7

メッセージが表示されたら、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入
れるかどうかを指定します。
メディアに収められている
storage_foundation_cluster_file_system_ha/EULA//EULA_CFSHA_Ux_6.0.pdf
ファイルで指定されているエンドユーザー使用許諾契約の条件に同意しますか?（Do you
agree with the terms of the End User License Agreement as
specified in the
storage_foundation_cluster_file_system_ha/EULA/lang/EULA_CFSHA_Ux_6.0.pdf
file present
on the media?）[y,n,q,?] y

8

次のいずれかのインストールオプションを選択します。
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■

最小（Minimal）RPMs: 選択した製品の基本的な機能のみをインストールしま
す。

■

推奨（Recommended）RPMs: RPMs（オプション）のないフル機能セットをインス
トールします。

■

すべての（All）RPMs: 使用可能な RPMs をすべてインストールします。

各オプションはインストールに必要なディスク容量を表示します。どのオプションをイ
ンストールするかを選択し、Return キーを押します。

9

ソフトウェアをインストールするシステム名（次の例では「host1」と「host2」）を入力す
るよう求められます。システム名（1 つまたは複数）を入力し、Return キーを押しま
す。
Enter the system names separated by spaces:[q?] (host1 host2)

10 初期システムチェック中に、インストーラはシステム間の通信が設定されていることを
確認します。インストーラによって ssh または rsh の設定を許可するメッセージが表
示されます。インストール後、必要に応じてインストーラが ssh または rsh をクリーン
アップします。

11 システムチェックが完了した後、インストーラはインストールされるRPMsの一覧を表
示します。Enter キーを押してインストールを続行します。

59

60

第 5 章 スクリプトベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストール
製品インストーラを使った Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストール

12 ライセンス交付の方法を選択するように求めるメッセージが表示されます。
To comply with the terms of Symantec's End User License Agreement,
you have 60 days to either:
* Enter a valid license key matching the functionality in use on
the systems
* Enable keyless licensing and manage the systems with a
Management Server.
For more details visit http://go.symantec.com/sfhakeyless. The
product is fully functional during these 60 days.
1)
2)

Enter a valid license key
Enable keyless licensing and complete system licensing later

How would you like to license the systems? [1-2,q] (2) 2

有効なライセンスキーがある場合は 1 を選択し、入力画面でライセンスキーを入力
します。手順 16 へ進みます。
キーレスライセンスを使ってインストールするには、2 を選択します。インストールして
ライセンスを交付する製品モードとオプションの入力を求めるメッセージが表示され
ます。
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、Veritas 製品をインストールして使用するには、有効なライセンスが必要
です。
キーレスライセンスでは、Management Server でシステムを管理する必要がありま
す。詳しくは、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom

13 レプリケーションを有効にするには yes を選択します。
Would you like to enable replication? [y,n,q] (n) y
1) Veritas Volume Replicator
2) Veritas File Replicator
3) Both
Please select the replication option you would like to enable
[1-3,q,?] (1) 1
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14 グローバルクラスタオプションを有効にするには y を選択します。
Would you like to enable Global Cluster option?

[y,n,q] (n) y

15 メッセージが表示されたら、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

16 製品のインストールが完了します。
出力と概略ファイルを見直します。要求に応じてノードを再ブートします。SFCFSHA
を設定するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha -configure

詳しくは、『Configuration of Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability』のセクションを参照してください。
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6
Web ベースのインストーラを
使った Storage Foundation
Cluster File System High
Availability 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。
■

Web ベースのインストーラについて

■

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 SFCFSHA のインストール

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。
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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。
Veritas XPortal Server の設定ファイルの場所は
/var/opt/webinstaller/xprtlwid.conf です。
p.64 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.65 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。

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 6-1

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。 Veritas Storage
Foundation Cluster File
System High Availability
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。

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
■
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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。
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。
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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.65 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 Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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。

Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA 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 SFCFSHA のインストールについ
て説明します。
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Web ベースのインストーラを使って SFCFSHA をインストールするには

1

準備の手順を実行します。
p.66 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.65 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 Storage Foundation Cluster
File System HA］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
SFCFSHA 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
次の情報を指定します。
■

Veritas Replicator を有効にするかどうかを選択します。

■

Veritas File Replicator を有効にするかどうかを選択します。
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■

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 製品のインストールが完了します。
出力を確認します。必要に応じてノードを再ブートします。他のタスクの実行を求め
るメッセージがインストーラによって表示される場合があります。

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。

7
他の方法を使用した
Storage Foundation Cluster
File System High
Availability 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。
■

Kickstart を使った SFCFSHA のインストール

■

Kickstart 設定ファイルの例

■

yum を使った Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability
のインストール

Kickstart を使った SFCFSHA のインストール
Kickstart を使って SFCFSHA をインストールできます。Kickstart は Red Hat Enterprise
Linux（RHEL5）と Red Hat Enterprise Linux 6（RHEL6）にサポートされます。
Kickstart を使って SFCFSHA をインストールするには

1

Kickstart の設定ファイルのディレクトリを作成します。
# mkdir /kickstart_files/

2

Kickstart の設定ファイルを生成してください。設定ファイルの拡張子は .ks です。
次のいずれかを実行します。
■

設定ファイルを生成するには、次のコマンドを入力してください。
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# ./installer -kickstart /kickstart_files/

システムはファイルをリストします。
■

SFCFS の設定ファイルのみを生成するには、次のコマンドを入力します。
# ./installsfcfs -kickstart /kickstart_files/

コマンドの出力は次のようになります。
The kickstart script for SFCFS60 is generated at
/kickstart_files/kickstart_sfcfs60.ks

3

Kickstart クライアントがアクセス可能な、NFS でエクスポートされる場所を設定しま
す。たとえば、/nfs_mount_kickstart が、NFS でエクスポートされたディレクトリで
ある場合は、NFS でエクスポートされる場所は次のようになります。
# cat /etc/exports
/nfs_mount_kickstart

* (rw,sync,no_root_squash)

4

インストールメディアの rpms ディレクトリを NFS の場所にコピーします。

5

ディレクトリの内容を検証します。
# ls /nfs_mount_kickstart/

6

SFCFSHA Kickstart 設定ファイルで、実際の NFS の場所を指すように BUILDSRC
変数を変更します。変数は次の形式です。
BUILDSRC="hostname_or_ip:/nfs_mount_kickstart"

7

オペレーティングシステムの ks.cfg ファイルに、Kickstart 設定ファイルの変更済
みの内容をすべて追記します。

8

オペレーティングシステムの Kickstart インストールを開始します。

9

オペレーティングシステムのインストールが完了した後、Veritas RPMsと Veritas 製
品のインストーラスクリプトのインストールに関連したエラーがないかどうか
を、/var/tmp/kickstart.log ファイルで調べます。

10 すべての製品のRPMsがインストールされたことを検証します。次のコマンドを入力
します。
# rpm -qa | grep -i vrts
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11 インストールの問題やエラーが見つからなければ、製品スタックを設定します。次の
コマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfs -configure node1 node2

12 設定された llt リンクと gab ポートがすべて開始したことを検証します。次を入力しま
す。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
b66f01 membership 01
Port b gen
b66f03 membership 01
Port d gen
b66f07 membership 01
Port f gen
b66f0d membership 01
Port h gen
b66f05 membership 01
Port v gen
b66f09 membership 01
Port u gen
b66f08 membership 01
Port w gen
b66f0b membership 01
Port y gen
b66f0c membership 01

13 製品が適切に設定されたどうかを確認します。次を入力します。
# hastatus -summ
-- SYSTEM STATE
-- System

State

Frozen

A
A

RUNNING
RUNNING

0
0

swlx13
swlx14

-- GROUP STATE
-- Group

System

Probed

AutoDisabled

State

B
B

swlx13
swlx14

Y
Y

N
N

ONLINE
ONLINE

cvm
cvm

cvm サービスグループがオンラインになるのは、SFCFSHA のスタックが設定されて
いるときであることに注意してください。
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14 ODM RPMがインストールされていることを検証し、実行中のモードを判断します。
たとえば、SFCFSHA スタックの場合には、ODM クラスタの状態は enabled
exclusive として示されます。

15 セキュアモードでノードを設定する場合、VxSS サービスグループの状態を検証しま
す。例:
# hasclus -value SecureClus
1

Kickstart 設定ファイルの例
次は Red Hat Enterprise Linux 5（RHEL5）Kickstart 設定ファイルのサンプルです。
# The packages that follow are required. These packages are automatically installed
# from the operating system's installation media.
%packages
libattr.i386
libacl.i386
%post --nochroot
# Add any necessary scripts or commands here.
# This generated kickstart file is only for
# the installation of products in the installation media.
PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
export PATH
#
#
#
#
#
#
#
#

Notice:
* Modify the BUILDSRC below according to your environment
* The location that you specify in BUILDSRC should let the
Kickstart Server be NFS accessible.
* Copy the rpms directory from installation media to the
BUILDSRC location.

BUILDSRC="<hostname_or_ipv4address_or_ipv6address>:/path/to/rpms"
#
# Notice:
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# * You do not have to change the following scripts.
#
# Define the path varibles.
ROOT=/mnt/sysimage
BUILDDIR="${ROOT}/build"
RPMDIR="${BUILDDIR}/rpms"
# Define the log path.
KSLOG="${ROOT}/var/tmp/kickstart.log"
echo "==== Executing kickstart post section: ====" >> ${KSLOG}
mkdir -p ${BUILDDIR}
mount -t nfs -o nolock,vers=3 ${BUILDSRC} ${BUILDDIR} >> ${KSLOG} 2>&1

# Install the RPMs in the following order.
for RPM in VRTSvlic VRTSperl VRTSspt VRTSvxvm VRTSaslapm VRTSob
VRTSlvmconv VRTSsfmh VRTSvxfs VRTSfsadv VRTSfssdk VRTSllt VRTSgab
VRTSvxfen VRTSamf VRTSvcs VRTScps VRTSvcsag VRTSvcsdr VRTSvcsea
VRTSdbed VRTSglm VRTScavf VRTSgms VRTSodm VRTSsfcpi60

do
echo "Installing package -- $RPM" >> ${KSLOG}
rpm -U -v --root ${ROOT} ${RPMDIR}/${RPM}-* >> ${KSLOG} 2>&1
done
umount ${BUILDDIR}
${ROOT}/opt/VRTS/install/bin/UXRT60/add_install_scripts >> ${KSLOG} 2>&1
echo "==== Completed kickstart file ====" >> ${KSLOG}
exit 0

yum を使った Veritas Storage Foundation Cluster File
System High Availability のインストール
SFCFSHA は、yum を使ってインストールできます。yum は、Red Hat Enterprise Linux
5 と Red Hat Enterprise Linux 6 でサポートされています。
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yum を使って SFCFSHA をインストールするには

1

installsfcfsha -pkginfo コマンドを実行して、SFCFSHA RPM を取得します。
# ./installsfcfsha -pkginfo

2

yum リポジトリに SFCFSHA RPM を追加します。SFCFSHA RPM は、新しいリポジ
トリ、または他の RPM を含む既存のリポジトリに追加できます。リポジトリを作成また
は更新するには、createrepo コマンドを使います。このコマンドは、オペレーティン
グシステムパッケージ createrepo-ver-rel.noarch.rpm によって提供されます。
■

SFCFSHA RPM に対して新しいリポジトリ /path/to/new/repository/ を作成
するには
1. 空のディレクトリを作成します（たとえば、/path/to/new/repository）。yum クライア
ントシステムからディレクトリへは、HTTP プロトコル、FTP プロトコル、ファイルプロト
コルを使ってアクセスできます。
# rm -rf /path/to/new/repository
# mkdir -p /path/to/new/repository
2. すべての SFCFSHA RPM を /path/to/new/repository/ にコピーします。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi60-*¥
/path/to/new/repository
3. createrepo コマンドを使ってリポジトリを作成します。
# /usr/bin/createrepo /path/to/new/repository
出力は次のようになります。
27/27 - VRTSsfcpi60-6.0.000.000-GA_GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
4. このリポジトリのメタデータは /path/to/new/repository/repodata に作成されます。

■

/path/to/existing/repository/ にある既存のリポジトリを SFCFSHA RPM に
対して使うには
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1. すべての SFCFSHA RPM を /path/to/existing/repository/ にコピーします。yum
クライアントシステムからディレクトリへは、HTTP プロトコル、FTP プロトコル、ファイ
ルプロトコルを使ってアクセスできます。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi60-*¥
/path/to/existing/repository
2. createrepo コマンドを --update オプションとともに使って、リポジトリのメタデー
タを更新します。
# createrepo --update /path/to/existing/repository
出力は次のようになります。
27/27 * VRTSsfcpi60-6.0.000.000-GA_GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
3. /path/to/existing/repository/repodata 内のメタデータが、新しく追加した RPM
に対して更新されます。

■

リポジトリの作成時または更新時に SFCFSHA RPM のパッケージグループを作
成するには（オプション）
1. XML ファイルを作成します。このファイルには、リポジトリディレクトリ内で
SFCFSHA_group.xml という名前を付けることができます。ファイル内では、グルー
プの名前、ID、パッケージリスト、その他の情報を指定します。SFCFSHA に対するこ
の XML ファイルの例は、次のとおりです。
# cat SFCFSHA_group.xml
<comps>
<group>
<id>SFCFSHA60</id>
<name>SFCFSHA60</name>
<default>true</default>
<description>RPMs of SFCFSHA 6.0</description>
<uservisible>true</uservisible>
<packagelist>
<packagereq type="default">VRTSvlic</packagereq>
<packagereq type="default">VRTSperl</packagereq>
... [other RPMs for SFCFSHA]
<packagereq type="default">VRTSsfcpi60</packagereq>
</packagelist>
</group>
</comps>
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2. リポジトリの作成時または更新時にグループを作成します。この XML ファイルは、
-yumgroupxml オプションとともにインストーラを使って生成できます。
# createrepo -g SFCFSHA_group.xml /path/to/new/repository/
または
# createrepo -g SFCFSHA_group.xml --update /path/to/existing¥
/repository/

yum リポジトリ設定について詳しくは、『Red Hat Enterpirse Linux 配備ガイド』を
参照してください。

3

クライアントシステムで yum リポジトリを設定します。
■ .repo ファイルを /etc/yum.repos.d/ に作成します。SFCFSHA に対するこの

.repo ファイルの例は、次のとおりです。
# cat /etc/yum.repos.d/SFCFSHA.repo
[repo-SFCFSHA]
name=Repository for SFCFSHA
baseurl=file:///path/to/repository/
enabled=1
gpgcheck=0

baseurl 属性の値は、http://、ftp://、file:// で始めることができます。選択した
URL からは repodata ディレクトリにアクセスできる必要があります。さらに、作成
または更新したリポジトリ内のすべての SFCFSHA RPM にもアクセスできる必要
があります。
■

yum 設定を確認します。SFCFSHA RPM を一覧表示してください。
# yum list 'VRTS*'
Available Packages
VRTSperl.x86_64
VRTSsfcpi60.noarch
VRTSvlic.x86_64
...

5.10.0.7-RHEL5.3
6.0.000.000-GA_GENERIC
3.02.52.000-0

repo-SFCFSHA
repo-SFCFSHA
repo-SFCFSHA

次の場合は、SFCFSHA RPM がすぐに表示されないことがあります。
■

SFCFSHA RPM が追加される前にリポジトリが参照された

■

メタデータのローカルキャッシュの期限が切れていない

リポジトリのメタデータのローカルキャッシュを削除し、指定の baseurl から最新情報
を取得するには、次のコマンドを実行します。
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# yum clean expire-cache
# yum list 'VRTS*'

yum リポジトリ設定について詳しくは、『Red Hat Enterpirse Linux 配備ガイド』を
参照してください。

4

ターゲットシステムに RPM をインストールします。
■

すべての RPM をインストールするには
1. yum 同等として各 RPM 名を指定します。次に例を示します。
# yum install VRTSvlic VRTSperl ... VRTSsfcpi60
2. パッケージグロブを使ってすべての SFCFSHA' RPM を指定します。次に例を示しま
す。
# yum install 'VRTS*'
3. SFCFSHA' RPM に対してグループを設定した場合は、グループ名を指定します。こ
の例では、グループ名は SFCFSHA60 です。
# yum install @SFCFSHA60
または
# yum groupinstall SFCFSHA60

■

RPM を一度に 1 つインストールするには
1. installsfcfsha -pkginfo コマンドを実行して、パッケージのインストール順
序を決定します。
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2. installsfcfsha -pkginfo コマンドからの出力と同じ順序を使います。
# yum install VRTSvlic
# yum install VRTSperl
...
# yum install VRTSsfcpi60

5

すべての RPM をインストールしたら、/opt/VRTS/install/installsfcfsha スク
リプトを使って製品をライセンス、設定、起動します。
yum を使って SFCFSHA をインストールする前に VRTSsfcpi60 パッケージがイン
ストールされている場合、このパッケージは再インストールされませ
ん。/opt/VRTS/install/installsfcfsha スクリプトは作成されないことがありま
す。このスクリプトが作成されない場合は、他のすべての SFCFSHA RPM をインス
トールした後で /opt/VRTS/install/bin/UXRT60/add_install_scripts スク
リプトを使い、installsfcfsha スクリプトまたは uninstallsfcfsha スクリプトを作成して
ください。
# /opt/VRTS/install/bin/UXRT60/add_install_scripts
Creating install/uninstall scripts for installed products
Creating /opt/VRTS/install/installsfcfsha for UXRT60
Creating /opt/VRTS/install/uninstallsfcfsha for UXRT60

3
Veritas Storage Foundation
Cluster File System High
Availability の設定

■

第8章 SFCFSHA の設定の準備

■

第9章 Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の設
定

■

第10章 データ整合性のための SFCFSHA の設定
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SFCFSHA 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。
■

データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定について

■

SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの Storage Foundation Cluster File
System High Availability 用 I/O フェンシングについて

■

I/O フェンシングのコンポーネントについて

■

I/O フェンシングの設定ファイルについて

■

I/O フェンシング設定の計画について

■

CP サーバーの設定

データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定につい
て
ノードに障害が起きた場合、SFCFSHA 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
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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
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。SFCFSHA 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。
SFCFSHA 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 SFCFSHA
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 Storage
Foundation Cluster File System High Availability 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、Storage Foundation Cluster File System
High Availability 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、
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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.164 の 「installsfcfsha 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.181 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。
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I/O フェンシングのコンポーネントについて
SFCFSHA 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。SFCFSHA 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.83 の 「データディスクについて」 を参照してください。

■

コーディネーションポイント - 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.83 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、標準の VxVM または CVM ディスクグルー
プの一部である必要があります。CVM 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。SFCFSHA
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
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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。SFCFSHA 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。
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 SFCFSHA 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 SFCFSHA
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 SFCFSHA 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 SFCFSHA クラスタから自己登録解除する

このアクティブな SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA
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。
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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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理
者ガイド』を参照してください。
p.186 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。

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 8-1 に、I/O フェンシングの設定ファイルを一覧表示します。
表 8-1
ファイル

I/O フェンシングの設定ファイル

説明

/etc/sysconfig/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。
■

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
/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/sdx
/dev/sdy
/dev/sdz

■

DMP ディスク:
/dev/vx/rdmp/sdx3
/dev/vx/rdmp/sdy3
/dev/vx/rdmp/sdz3

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。

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 SFCFSHA 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。
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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 Storage Foundation Cluster File System
High Availability 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.90 の 図 8-2 を参照してください。
図 8-1 は Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
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I/O フェンシング設定のワークフロー

図 8-1

SFCFS 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

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

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 SFCFS 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 SFCFS クラスタとの間で
確立する

設定タスク
次の方法のいずれかを使う

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

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

または

作成した応答ファイルを編集し、それらを
installsfcfs -responsefile
コマンドで使う

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

または

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

SFCFS を設定するときに、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

installsfcfs -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
installsfcfs -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 8-2 は、SCSI-3 PR をサポートしていない仮想環境の Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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 8-2

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

SFCFS 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 SFCFS 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 SFCFS 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

installsfcfs -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
installsfcfs -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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installsfcfsha を使う

p.141 の 「installsfcfsha 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.155 の 「installsfcfsha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.164 の 「installsfcfsha 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.165 の 「Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System High
を使う
Availability の設定によるデータ整合性の実現」 を参照してください。
応答ファイルを使う

p.412 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.415 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.417 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.411 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.149 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.168 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.181 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理
者ガイド』を参照してください。

サーバーベースの I/O フェンシングを使った SFCFSHA クラスタ の標準
設定
図 8-3 は、SFCFSHA 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。SFCFSHA 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、SFCFSHA クラスタ、コーディネータディスク

図 8-3

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 8-4 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 8-5 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、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 8-6 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 8-4 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 8-4

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 8-5 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 8-5

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）

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 8-6 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 8-6

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.469 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 8-2 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 8-2
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。

■

SFCFSHA 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（SFCFSHA 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.41 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RPMsをインストールすることを選択してください。VRTScps RPMは、
すべてのRPMs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。
VCS のインストールと設定の手順については、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参
照してください。
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RPMsをインストールすることを選択してください。VRTScps RPM
は、すべてのRPMs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 SFCFSHA 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 RPM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 RPM 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。
Enter a valid IP address for Virtual IP - 1 which the CP Server
process should depend on : 10.209.83.85
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Enter a valid IP address for Virtual IP - 2 which the CP Server
process should depend on : 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 SFCFSHA 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) :

8

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):
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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: eth0
Enter a valid network interface for virtual IP 10.209.83.87
on mycps1.symantecexample.com: eth0

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
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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
eth0 on system mycps1? [y/n] : y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for
NIC eth0 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 Storage Foundation Cluster File
System High Availability 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。
SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには

1

VRTScps RPM 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。
■

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。
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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。
■

5

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 SFCFSHA 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 : eth0

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
eth0 on system mycps1? [y/n] : y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for
NIC eth0 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 Storage Foundation Cluster File
System High Availability 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。

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。
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。

9
Veritas Storage Foundation
Cluster File System High
Availability の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

スクリプトベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定

■

Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System High
Availability の設定

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の手動設定

■

インストール後の Storage Foundation for Databases リポジトリデータベースの設定

スクリプトベースのインストーラを使った SFCFSHA の設
定
スクリプトベースインストーラを使って Storage Foundation Cluster File
System High Availability を設定するタスクの概要
表 9-1 は、スクリプトベースインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System
High Availability の設定に必要な手順の一覧です。
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表 9-1

スクリプトベースのインストーラを使って Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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。

Storage Foundation Cluster File System High p.113 の 「設定するシステムの指定」 を参照して
Availability を設定するシステムの指定
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.118 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.120 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.126 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.128 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照して

メモ: Storage Foundation Cluster File System ください。
High Availability をインストールしたときに、グ
ローバル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.129 の 「SFCFSHA 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
Storage Foundation Cluster File System High Availability は、Veritas 製品インス
トーラまたは installsfcfsha コマンドを使って設定できます。
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メモ: Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
製品インストーラを使って Storage Foundation Cluster File System High Availability
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。
Storage Foundation Cluster File System High Availability

installsfcfsha プログラムを使って Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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

installsfcfsha プログラムを開始します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha -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、Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
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設定するシステムの名前を指定するには

1

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。

3

■

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。

■

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

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability がインストールさ
れているか確認する

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 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
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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.483 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。

■

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。
インストーラがハートビートリンクの検出と設定を自動的に実行できるように、NIC
がアクティブになっていることを確認してください。
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手順 5 へ進みます。

2

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。
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
eth0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] eth1
eth1 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on galaxy.
Are you sure you want to use eth1 for the first private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
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,?] eth2
eth2 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on galaxy.
Are you sure you want to use eth2 for the second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
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)
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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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5

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: eth0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on galaxy:
[b,q,?](eth0)
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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 eth0 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: eth0
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: eth0
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 SFCFSHA 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。

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 9-2 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 9-2
タスク

ノード別のセキュアクラスタノードの設定
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
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タスク

121

参照

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.122 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。
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/installsfcfsha -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。
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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。
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/installsfcfsha -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。
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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

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
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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。
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
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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。
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.126 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: eth0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (eth0)
Is eth0 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。
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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
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: eth0
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。
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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 SFCFSHA を設定します。
p.128 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。
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: eth0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (eth0)
Is eth0 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
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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。
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: eth0
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。
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。
SFCFSHA 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 Storage
Foundation Cluster File System High Availability インストールガイド』を参照してくだ
さい。
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。
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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。

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: eth0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct?[y,n,q] (y)

IPv6 の場合:

Global Cluster Option configuration verification:
NIC: eth0
IP: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10
Prefix: 64
Is this information correct?[y,n,q] (y)

SFCFSHA 設定の完了
SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA を設定した後、インストーラは SFCFSHA とその関連プロ
セスを再起動します。
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SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA とその関連プロセスを再起動します。

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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 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.380 の 「応答ファイルを使った SFCFSHA の設定」 を参照してくださ
い。

NIC 設定の確認
すべての NIC に PERSISTENT_NAME が正しく設定されているかどうかは、インストーラ
によってすべてのノードで検証されます。
ネットワークデバイスに永続的なインターフェース名が正しく設定されていない場合、次
のメッセージが表示されます。
PERSISTENT_NAME is not set for all the NICs.
You need to set them manually before the next reboot.

すべての NIC に PERSISTENT_NAME を設定してください。
警告: ネットワークインターフェース名が設定ファイル内の名前と異なることが検出された
場合、インストーラは終了します。
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システム上のライセンスの確認と更新
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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.131 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

■

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。

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 Storage Foundation Cluster File System

High Availability ライセンスキーを追加できます。すでに Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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 「Storage Foundation Cluster File System High Availability 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
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Storage Foundation Cluster File System High Availability デモライセンスか
ら永続ライセンスへの更新
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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。

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

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability を起動し
ます。
# hastart

Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation
Cluster File System High Availability の設定
Web ベースのインストーラを使って Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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。
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。
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クラスタで Storage Foundation Cluster File System High Availability 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.65 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

Storage Foundation for Cluster File System High Availability

［次へ（Next）］をクリックします。

3

［システムの選択（Select Systems）］ページで、Storage Foundation Cluster File
System High Availability 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.165 の 「Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File
System High Availability の設定によるデータ整合性の実現」 を参照してくださ
い。
installsfcfsha -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。
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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

■

■

■

■

■

■

■

［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。
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GCO

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。
SFCFSHA 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability
インストールガイド』を参照してください。
■

［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。
■

■

セキュリティ
（Security）

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。

セキュアな SFCFSHA 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。installsfcfsha 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。
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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.165 の 「Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File
System High Availability 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、Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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。

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability の手動設定
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 内で、さまざまな
製品を手動で設定できます。

Veritas Volume Manager の設定
Veritas Volume Manager を設定するには、次の手順を使います。製品インストーラを
使って VxVM をインストールおよび設定した場合は、この項の手順を完了する必要はあ
りません。
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インストール後における VxVM ディスクグループとボリュームの設定について詳しくは、
『Veritas Storage Foundation 管理者ガイド』の「Veritas Volume Manager の設定」を
参照してください。

Veritas File System の設定
Veritas File System のインストール後、mkfs コマンドを使って、ディスクスライスまたは
Veritas Volume Manager ボリューム上にファイルシステムを作成することができます。
このファイルシステムを使うには、その前に mount コマンドを使ってマウントする必要があ
ります。マウント後は、umount コマンドを使ってファイルシステムをマウント解除できます。
次のファイルに必要なエントリを追加しておくと、システムの起動時にファイルシステムを
自動的にマウントできます。
/etc/fstab

Veritas 固有のコマンドについては、Veritas File System のガイドとオンラインマニュア
ルページで説明されています。
『Veritas File System 管理者ガイド』を参照してください。

ファイルシステムモジュールのロードとアンロード
vxfs ファイルシステムモジュールは、VxFS ファイルシステムを初めて参照するときに自

動的にロードします。これは、ユーザーが VxFS ファイルシステムをマウントしようとしたと
きに起こります。
場合によっては、ファイルシステムモジュールを手動でロードしたほうが効率がよいことも
あります。たとえば、大規模なクラスシステムの中には、複数のディスクチェーンが接続さ
れたデュアルインターフェース I/O カードを多数装備している場合があります。このような
システムでは、再起動時のデバイス問い合わせプロセスに非常に時間がかかる可能性が
あります。このため、再起動を行わないように、modprobe コマンドを使用して vxfs モ
ジュールをロードします。
# modprobe vxfs ; modprobe vxportal ; modprobe fdd
insmod コマンドはモジュール設定ファイル /etc/modprobe.conf を調べないので、
insmod を使用して vxfs モジュールをロードしないでください。

モジュールのロードが成功したかどうかを確認するには、次に示すように lsmod コマンド
を使用します。
# lsmod | grep vxportal
vxportal
vxfs

2952 0
3427960

0

fdd vxportal

67212

0

(unused)

# lsmod | grep fdd
fdd
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vxfs

3427960

0

[fdd vxportal]

3427960

0

[fdd vxportal]

# lsmod | grep vxfs
vxfs

出力の最初のフィールドはモジュール名です。モジュールをアンロードするには、次のよ
うに入力します。
# rmmod fdd
# rmmod vxportal
# rmmod vxfs

VxFS ファイルシステムがすでにマウントされている場合は、rmmod コマンドは失敗しま
す。VxFS ファイルシステムがマウントされているかどうかを判断するには、次のように入
力します。
# df -T | grep vxfs

インストール後の Storage Foundation for Databases
リポジトリデータベースの設定
Storage Foundation for Databases（SFDB）を使う場合は、SFCFSHA と Oracle のイン
ストールと設定を行った後に、SFDB リポジトリを設定する必要があります。SFDB リポジト
リの設定手順については、
『Veritas Storage Foundation: Storage and Availability Management for Oracle
Databases』を参照してください。

10
データ整合性のための
SFCFSHA の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

installsfcfsha を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定

■

installsfcfshaを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

■

installsfcfsha 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

■

Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System High
Availability の設定によるデータ整合性の実現

■

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

■

優先フェンシングポリシーの有効化と無効化

installsfcfsha を使ったディスクベース I/O フェンシング
の設定
installsfcfsha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。
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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。
# fdisk -l

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。
■

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 sdr

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。

installsfcfsha 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 Storage Foundation
Cluster File System High Availability を停止して起動します。インストーラが正常に
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
installsfcfsha 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha -fencing

installsfcfsha 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、Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
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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

5

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。

■

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。
■

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。
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6

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.145 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。

9

■

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。

■

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 Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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.178 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。

第 10 章 データ整合性のための SFCFSHA の設定
installsfcfsha を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

I/O フェンシング用の共有ディスクの確認
SFCFSHA 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。
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.145 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.146 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.147 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
=============================================================
libvxhitachi.so
HITACHI
DF350, DF400, DF400F,
DF500, DF500F
libvxxp1281024.so
HP
All
libvxxp12k.so
HP
All
libvxddns2a.so
DDN
S2A 9550, S2A 9900,
S2A 9700
libvxpurple.so
SUN
T300
libvxxiotechE5k.so XIOTECH
ISE1400
libvxcopan.so
COPANSYS
8814, 8818
libvxibmds8k.so
IBM
2107

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。
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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、SFCFSHA 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。
# 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/sdx のパスで、ノード B は /dev/sdy 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/sdx
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/sdy 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/sdz
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

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/sdx 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。
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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/sdx 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 Storage Foundation
Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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。

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
galaxy in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/sdr
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
nebula in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/sdr

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/sdx 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。

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定
表 10-1 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 10-1
タスク

I/O フェンシングを手動設定するタスク
参照

VxVM ディスクとしてのディスクの p.141 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。
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タスク

参照

コーディネータディスクとして使う p.150 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.145 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.150 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.151 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。
I/O フェンシングを使うための
p.152 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
Storage Foundation Cluster File 参照してください。
System High Availability 設定
の修正
コーディネーションポイントを監視 p.178 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.154 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.141 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.145 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
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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 sdx、sdy、sdz とします。
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 sdx sdy sdz

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。
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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
# 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/sysconfig/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。
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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。
# /etc/init.d/vxfen stop

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

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
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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。
# /etc/init.d/vxfen start

■

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

installsfcfshaを使ったサーバーベース I/O フェンシング
の設定
installsfcfsha を使って Storage Foundation Cluster File System High Availability
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。
■

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。
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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.156 の 「Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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.161 の 「Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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。

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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、Storage Foundation Cluster File System
High Availability クラスタからアクセスできる。Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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.145 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha -fencing

installsfcfsha 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、Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 Storage Foundation Cluster File
System High Availability（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) sdx
2) sdy
3) sdz
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. sdx
2. sdy
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、Storage Foundation Cluster File System
High Availability（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 Storage
Foundation Cluster File System High Availability（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.85 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability（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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Storage Foundation Cluster File System High Availability 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、Storage Foundation Cluster File System High
Availability クラスタからアクセス可能であることを確認します。Storage Foundation
Cluster File System High Availability 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha -fencing

installsfcfsha 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、Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
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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 Storage
Foundation Cluster File System High Availability（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.85 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability（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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installsfcfsha 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 installsfcfsha 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha -fencing

installsfcfsha 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、Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 SFCFSHA 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

SFCFSHA クラスタ設定情報を確認します。
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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 SFCFSHA 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 SFCFSHA クラスタ を追加します。

SFCFSHA 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/sysconfig/vxfen ファイル
■ /etc/llttab

ファイル

10 各ノードの Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 Storage Foundation Cluster File
System High Availability を再起動したら、出力を確認します。
SFCFSHA 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。

Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation
Cluster File System High Availability の設定によるデー
タ整合性の実現
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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.132 の 「Web ベースのインストーラを使った Storage Foundation Cluster File System
High Availability 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。
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データ整合性を実現するために Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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.65 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

Storage Foundation for Cluster File System/HA

［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。

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。
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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。

■

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。
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■

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 Storage Foundation Cluster File System High Availability（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。

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 10-2
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 Storage
p.169 の 「CP サーバーを SFCFSHA クラスタで使用するための
Foundation Cluster File System 手動による準備」 を参照してください。
High Availability クラスタで使用
するための準備
サーバーベースの I/O フェンシン p.172 の 「SFCFSHA クラスタ上での手動によるサーバーベー
グを設定するための I/O フェンシ スのフェンシングの設定」 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
p.152 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
Storage Foundation Cluster File 参照してください。
System High Availability 設定
の修正
コーディネーションポイントを監視 p.178 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.180 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 10-3 には、この手順で使われるサンプル値を示します。
表 10-3

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 - SFCFSHA クラスタ

galaxy

ノード #2 - SFCFSHA クラスタ

nebula

クラスタ名

clus1

クラスタの UUID

{f0735332-1dd1-11b2}
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SFCFSHA 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

SFCFSHA クラスタのクラスタ名と UUID を決定します。
たとえば、SFCFSHA 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、SFCFSHA 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 Storage Foundation Cluster File

System High Availability 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 SFCFSHA 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

SFCFSHA 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。
SFCFSHA 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 SFCFSHA 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.

SFCFSHA 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SFCFSHA 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）
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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.150 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。
SFCFSHA 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/sysconfig/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.173 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。
# /etc/init.d/vxfen start

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 10-4 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 10-4

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

SFCFSHA 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、SFCFSHA 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。

第 10 章 データ整合性のための SFCFSHA の設定
仮想環境での非 SCSI3 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
Storage Foundation Cluster File System High Availability 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.168 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

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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
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5

各ノードで、次のように /etc/sysconfig/vxfen ファイルを編集します。
vxfen_vxfnd_tmt=25

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。
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# haconf -dump -makero

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。
# /etc/init.d/vcs stop

■

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。
# /etc/init.d/vxfen stop

■

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。
# /etc/init.d/vxfen start
# /etc/init.d/vcs start

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
#
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#
#
#
#
#
#
#
#
#

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

#
# 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>
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

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.
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]
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# - 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
#
cps1=[mycps1.company.com]
cps2=[mycps2.company.com]
cps3=[mycps3.company.com]
port=14250
================================

優先フェンシングポリシーの有効化と無効化
I/O フェンシング設定で優先フェンシング機能を有効化または無効化できます。
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優先フェンシングを有効にして、システムベース制御権獲得ポリシー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.84 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

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。
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たとえば、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify service_group Priority 1

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

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

5

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

4
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Veritas Storage Foundation
Cluster File System High
Availability のアップグレー
ドの準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

アップグレードについて

■

さまざまなアップグレード方法について

■

サポートされるアップグレードパス

■

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使ったアップグレードに
ついて

■

アップグレードの準備

アップグレードについて
さまざまな種類のアップグレードを利用できます。アップグレードを開始する前に、Veritas
製品のアップグレードの種類を確認してください。
p.192 の 「さまざまなアップグレード方法について」 を参照してください。
それぞれのアップグレード方法でサポートされるアップグレードパスを確認する必要があ
ります。
p.192 の 「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。
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実行するアップグレードの種類とそのアップグレードパスを決定した後は、アップグレード
を準備する手順を確認してください。
Veritas Cluster Server（VCS）か Storage Foundation High Availability（SFHA）を使
うコーディネーションポイント（CP）サーバーシステムを 6.0 にアップグレードする場合は、
6.0 にすべてのアプリケーションクラスタを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。

さまざまなアップグレード方法について
アップグレードにはいくつかの異なる方法が用意されています。環境、専門知識、必要な
ダウンタイムに合わせて最適なアップグレード方法を決める必要があります。
表 11-1

この表を参考にして、どのようにアップグレードするかを決定してくだ
さい。

アップグレードの種類と注意事項

アップグレードに利用できる方法

標準的なアップグレード - Veritas 提供のツー スクリプトベース - サポートされるアップグレード
ルを使うか、手動でアップグレードを実行できま パスでアップグレードする場合にこの方法を使う
す。サーバーダウンタイムがある程度必要になり ことができます。
ます。
Web ベース - サポートされるアップグレードパス
でアップグレードする場合にこの方法を使うこと
ができます。
手動 - 以前のリリースからアップグレードする場
合にこの方法を使うことができます。
応答ファイル - 以前のリリースからアップグレー
ドする場合にこの方法を使うことができます。
ネーティブのオペレーティングシステムアップグ オペレーティングシステム固有の方法
レード - オペレーティングシステム付属のアップ
オペレーティングシステムアップグレード
グレードソフトウェアを使います。すべてのオペ
レーティングシステムがネーティブアップグレー
ドをサポートしているわけではありません。

サポートされるアップグレードパス
次の表では、6.0 へのアップグレードについて説明します。
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表 11-2

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 RHEL 5
x64 アップグレード

Veritas ソフトウェア RHAS 2.1 または
のバージョン
RHEL 3
3.4.x
4.0

4.1

該当せず

該当せず

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 5 U5 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 5 U5 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

該当せず

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 5 U5 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

該当せず

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 5 U5 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

RHEL5 U5 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 に
アップグレードします。

該当せず

該当せず

RHEL5 U5 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 に
アップグレードします。

4.1 MP2
4.1 MP3
4.1 MP4

5.0 MP1
5.0 MP2

5.0 MP3
5.0 MP4

5.1
5.1 RPx
5.1 PR1
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx
5.1 SP1 PR3

RHEL 5

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 5 U5 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

4.1 MP1

5.0

RHEL 4
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表 11-3

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 RHEL6
x64 アップグレード

Veritas ソフトウェア RHEL 4
のバージョン
4.1
4.1 MP1
4.1 MP2
4.1 MP3
4.1 MP4
5.0
5.0 MP1
5.0 MP2

5.0 MP3
5.0 MP4

5.1

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 6 U1 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

RHEL5

RHEL 6

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 6 U1 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 6 U1 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

該当せず

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 6 U1 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
RHEL 6 U1 にアップグ
レードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

該当せず

RHEL U5、6 U1、また
は 7 へのアップグレー
ド。インストーラを使って
6.0 になるようにインス
トールしてください。

RHEL 6 U1 にアップグ
レードし、次に 6.0 に
アップグレードするのに
インストーラを使ってく
ださい。

該当せず

該当せず

RHEL 6 U1 にアップグ
レードし、次に 6.0 に
アップグレードするのに
インストーラを使ってく
ださい。

5.1 RPx
5.1 PR1
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx
5.1 SP1 PR2
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表 11-4

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 SLES 10
x64 アップグレード

Veritas ソフトウェア SLES 8
のバージョン

SLES 9

SLES 10

3.4.x

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

4.1

該当せず

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

該当せず

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

該当せず

アップグレードパスはあ 該当せず
りません。製品をアンイ
ンストールします。
SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

該当せず

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

4.1 MP1
4.1 MP2

4.1 MP3
4.1 MP4

5.0
5.0 MP1
5.0 MP2

5.0 MP3
5.0 MP4

該当せず

アップグレードパスはあ
りません。製品をアンイ
ンストールします。
SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 をイ
ンストールします。

SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 に
アップグレードします。
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Veritas ソフトウェア SLES 8
のバージョン
5.0 RU4

該当せず

SLES 9

SLES 10

該当せず

SLES10 SP4 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 に
アップグレードします。

5.1
5.1 RPx
5.1 PR1
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

表 11-5

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 SLES 11
x64 アップグレード

Veritas ソフトウェ
アのバージョン

SLES 9

SLES 10

SLES 11

4.1

アップグレードパスは 該当せず
ありません。製品をア
ンインストールします。
SLES11 SP1 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 を
インストールします。

該当せず

4.1 MP1
4.1 MP2
5.0
5.0 MP1
5.0 MP2

5.0 MP3

アップグレードパスは
ありません。製品をア
ンインストールします。
SLES11 SP1 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 を
インストールします。

アップグレードパスは 該当せず
ありません。製品をア
ンインストールします。
SLES11 SP1 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 を
インストールします。

5.0 RU4

該当せず

アップグレードパスは 該当せず
ありません。製品をア
ンインストールします。
SLES11 SP1 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 を
インストールします。

4.1 MP3
4.1 MP4
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Veritas ソフトウェ
アのバージョン

SLES 9

SLES 10

SLES 11

5.0 MP4

アップグレードパスは
ありません。製品をア
ンインストールします。
SLES11 SP1 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 を
インストールします。

アップグレードパスは
ありません。製品をア
ンインストールします。
SLES11 SP1 にアップ
グレードします。インス
トーラを使って 6.0 を
インストールします。

SLES11 SP1 にアップグ
レードします。インストーラを
使って 6.0 にアップグレー
ドします。

5.0 RU1

該当せず

該当せず

SLES11 SP1 にアップグ
レードします。インストーラを
使って 6.0 にアップグレー
ドします。

5.1

該当せず

該当せず

SLES11 SP1 にアップグ
レードします。インストーラを
使って 6.0 にアップグレー
ドします。

5.1 RPx
5.1 PR1
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストー
ラを使ったアップグレードについて
インストーラを使って以前のバージョンの SFCFSHA からアップグレードするときに、アッ
プグレードするシステムのルートディスクがカプセル化されているときは、カプセル化の解
除が必要な場合があります。
表 11-6

ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使った
アップグレード

アップグレード前のバージョ アップグレード後のバージョ 必要な処理
ン
ン
5.0 MP3

6.0

ルートディスクのカプセル化を
解除する必要があります。イン
ストーラは終了します。

5.1 または 5.1 RPx

6.0

カプセル化を解除しないでくだ
さい。インストーラは通常どおり
動作します。アップグレード後に
再ブートしてください。
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アップグレード前のバージョ アップグレード後のバージョ 必要な処理
ン
ン
5.1 SP1 または 5.1 SP1 RPx

6.0

カプセル化を解除しないでくだ
さい。インストーラは通常どおり
動作します。アップグレード後に
再ブートしてください。

アップグレードの準備
アップグレードする前に、システムとストレージを準備する必要があります。次の手順を確
認してから、適切なタスクを実行してください。

アップグレードの準備
アップグレードを実行する前に次のタスクを完了してください。
■

システムのアップグレードに関する最新情報については、『Veritas Storage
Foundation Cluster File System High Availability リリースノート』を確認してくだ
さい。

■

詳しいことは、シマンテック社テクニカルサポート Web サイトで確認してください。
http://www.symantec.com/techsupp/

■

アップグレードを実行する管理者は、root アクセス権限を持ち、オペレーティングシ
ステムの管理について十分に理解している必要があります。

■

すべてのユーザーがログアウトしていて、すべての主要なユーザーアプリケーション
が適切に停止されていることを確認します。

■

アップグレードするシステムに有効なバックアップがあることを確認します。

■

アップグレードするために十分なファイルシステム領域があることを確認します。RPMs
をコピーする場所を特定します。たとえば、ルートファイルシステムに十分な領域があ
る場合は /packages/Veritas、/var ファイルシステムに十分な領域がある場合は
/var/tmp/packages にします。
/tmp にはファイルを置かないでください。また、アップグレードスクリプトを実行するま

でアクセスできないファイルシステムには、ファイルを保存しないでください。
アップグレードスクリプトへの変更が必要なければ、Veritas から提供されたディスク
を使ってアップグレードすることもできます。/usr/local が最初にスライスとして作成
されていた場合は、変更が必要です。
■ /etc/rcS.d 内の起動スクリプトを編集し、ファイルシステムが存在しないと異常終了

することがわかっているアプリケーションのコマンドまたはプロセスをコメントアウトしま
す。
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■

現在のオペレーティングシステムが製品のバージョン 6.0 をサポートすることを確認し
てください。オペレーティングシステムがこの製品をサポートしない場合は、段階的アッ
プグレードを計画してください。

■

アップグレードと、Veritas 製品を使うアプリケーションのために、十分な停止時間と
ダウンタイムをスケジュール設定します。設定によっては、停止が数時間になる場合
があります。

■ rootdg 内にないスワップパーティションがある場合は、/etc/fstab からコメントアウ

トする必要があります。可能ならば、ルートディスク上にある以外のスワップパーティ
ションは、/etc/fstab からコメントアウトされ、アップグレード中にマウントされないよ
うにする必要があります。rootdg 内にアクティブなスワップパーティションがない場合
は、upgrade_start は失敗します。
■

アップグレード前にファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認しま
す。

■

アレイをアップグレードします（必要な場合）。

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合、アップグレードする前にディス
クグループバージョンを少なくとも 110 にすることをお勧めします。
# vxdg list diskgroup

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合、SRL ボリュームのサイズが 110
MB よりも大きいことを確認します。
『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions のレプリケーショ
ンの管理者ガイド』を参照してください。

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合、すべてのホストですべてのプ
ライマリ RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

メモ: プライマリ RLINK が最新になるまで処理を続行しないでください。

■

VCS を使って VVR レプリケーションを管理している場合、VVR と VCS エージェント
をアップグレードするための準備手順に従います。

■

情報をミラー化ディスクに確実に保存するために、システムをシャットダウンし、ミラー
化ディスクを物理的に削除します。ディスクを物理的に削除することで、フェールバッ
クポイントがわかります。

■

ルートディスクがカプセル化されているかどうかを確認します。
p.200 の 「ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認」 を参照してくださ
い。
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バックアップの作成
アップグレードの前に、関連するシステム情報を保存します。
バックアップを作成するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

アップグレードする前に、保存する必要のあるすべてのデータのバックアップが作成
されていることを確認します。

3

/boot/grub/menu.lst、/etc/grub.conf や /etc/lilo.conf、/etc/fstab な

どのファイルに情報をバックアップします。

4

fstab ファイルを fstab.orig にコピーします。
# cp /etc/fstab /etc/fstab.orig

5

vxlicrep、vxdisk list、vxprint -ht コマンドを実行し、出力を記録します。こ

の情報を使って、アップグレード後にシステムを再設定します。

6

Veritas Storage Foundation 6.0 ソフトウェアの高可用性バージョンをインストール
する場合、インストール時に VCS 設定を保持する方法については、『Veritas Cluster
Server インストールガイド』と『Veritas Cluster Server リリースノート』を参照してく
ださい。

ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認
次のコマンドを実行して、システムのルートディスクが VxVM の制御下にあるかどうかを
確認します。
# df -v /
/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol がルート（/）ファイルシステムとしてマウントされている

と表示された場合、ルートディスクは VxVM の制御下にあります。
ルートディスクがカプセル化されている場合は、該当するアップグレード手順に従ってく
ださい。

Veritas Volume Replicator アップグレード前の計画
Veritas Volume Replicator（VVR）をインストールまたはアップグレードする前に:
■

システムに VVR をインストールするための十分な空きディスク領域があることを確認
します。

■

root 権限があることを確認します。インストールとアップグレード手順を実行するには
root 権限が必要です。
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詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions のレプリケー
ションの管理者ガイド』を参照してください。
詳しくは『スタートガイド』を参照してください。

以前の VVR バージョンからのアップグレードを計画する
VVR を以前の VVR バージョンからアップグレードする場合、ホストを個別の時間にアッ
プグレードすることによって、アプリケーション停止時間を減らして、VVR をアップグレー
ドできます。プライマリがアップグレードされる間、アプリケーションはセカンダリに移行さ
れるので、ダウンタイムを削減できます。プライマリをアップグレードすると、VVR のバー
ジョンがセカンダリと異なるものになりますが、それでも複製は可能です。この機能により、
両方のサイト上で VVR アップグレードが完了しなくても、高可用性を保つことができます。
セカンダリホストは、RDS（Replicated Data Set）のプライマリホストより前にアップグレー
ドすることをお勧めします。
Storage Foundation バージョンを渡ってレプリケートするための VVR サポートに関する
情報が記載されている Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability リリースノート を参照してください
異なるバージョン間でレプリケートするのは、プライマリとセカンダリを同時にアップグレー
ドすることの制限を取り除くためです。VVR は、アップグレードするシステムで RVG
（Replicated Volume Group）のある既存の RDS をレプリケートし続けることができます。
プライマリとセカンダリが異なるバージョンであるとき、VVR は vradmin コマンドでの設定
の変更、または新しい RDS の作成をサポートしません。
TCP をネットワークプロトコルとして指定する場合は、プライマリおよびセカンダリの VVR
バージョンによって、チェックサムが計算されるかどうかが決まります。表 11-7 に示すよう
に、プライマリまたはセカンダリで 6.0 以前のバージョンの VVR が動作していて、TCP プ
ロトコルを使う場合は、レプリケートするデータパケットごとにチェックサムが計算されます。
プライマリとセカンダリで VVR 6.0 が動作している場合は、チェックサムは計算されませ
ん。代わりに TCP チェックサム機構が使われます。
表 11-7

VVR バージョンとチェックサム計算

6.0 以前の VVR

VVR 6.0

（DG バージョン <= 140）

（DG バージョン >= 150）

プライマリ

セカンダリ

はい

セカンダリ

プライマリ

はい

プライマリとセカンダリ

VVR がチェックサム TCP 接
続を計算するかどうか

はい
プライマリとセカンダリ

いいえ
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メモ: VVR の異なるバージョン間で複製する場合、新しい機能に関連するコマンドを使用
しないでください。前のバージョンは新しい機能をサポートしない場合があり、問題が起き
る可能性があります。
RDS のすべてのホストを同時にアップグレードする必要がないのであれば、1 台のホスト
をアップグレードした後、バージョン間の複製を使用できます。その後、都合のよい時点
で、RDS の他のホストをアップグレードできます。
メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

接続プロトコルとして IPv6 を使うための VVR の計画とアップグレード
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability は IPv6 を接続
プロトコルとして使うことをサポートします。
このリリースでは、VVR の次の設定をサポートしています。
■

インターネットプロトコルとして IPv4 を使った IPv4 専用ノード間のレプリケーションを
引き続きサポートする

■

インターネットプロトコルとして IPv4 を使った IPv4 専用ノードと IPv4/IPv6 デュアル
スタックノード間のレプリケーションをサポートする

■

インターネットプロトコルとして IPv6 を使った IPv6 専用ノードと IPv4/IPv6 デュアル
スタックノード間のレプリケーションをサポートする

■

IPv6 専用ノード間のレプリケーションをサポートする

■

IPv4/IPv6 デュアルスタックノードから、1 つ以上の IPv6 専用ノードおよび 1 つ以上
の IPv4 専用ノードへのレプリケーションをサポートする

■

ディスクグループを共有するクラスタ内のすべてのノードが IPv4 または IPv6 である
場合にのみ、共有ディスクグループのレプリケーションをサポートする

VCS Agents が設定されている場合の VVR のアップグレードの準備
VCS Agents for VVR が設定されている場合に VVR のアップグレードを準備するには、
次のタスクをこの順番で実行します。
■

「サービスグループのフリーズとすべてのアプリケーションの停止」

■

「VCS エージェントが設定されている場合のアップグレードの準備」

サービスグループのフリーズとすべてのアプリケーションの停止
この項では、サービスグループをフリーズしてすべてのアプリケーションを停止する方法
について説明します。
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サービスグループをフリーズしてアプリケーションを停止するには
プライマリクラスタとセカンダリクラスタに対して次の手順を実行します。

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

製品のコマンドをすべて実行できるように、PATH 環境変数に /opt/VRTS/bin が
含まれていることを確認します。

3

アップグレードの前に、すべてのアプリケーションを確実に終了します。
共有ディスクグループ環境では次のように操作します。
■

RVGShared のリソースを含んでいないすべてのアプリケーションサービスグルー
プを OFFLINE にします。ClusterService、cvm、RVGLogowner のグループは
OFFLINE にしないでください。

■

アプリケーションリソースが、RVGShared リソースと同じサービスグループに含ま
れる場合、アプリケーションリソースのみを OFFLINE にします。

専用ディスクグループ環境では次のように操作します。
■

RVG リソースを含んでいないすべてのアプリケーションサービスグループを
OFFLINE にします。RVG のリソースを含んでいるサービスグループは OFFLINE
にしないでください。

■

アプリケーションリソースが、RVG リソースと同じサービスグループに含まれる場
合、アプリケーションリソースのみを OFFLINE にします。つまり、これらの RVG
のオブジェクトを含んでいる専用ディスクグループがデポートされないように RVG
のリソースは ONLINE のままにしてください。

メモ: また、VCS で管理されていない残りのすべてのアプリケーションも停止する必
要があります。

4

クラスタ内の任意のノードで、VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

5

クラスタ内の任意のノードで、設定内のグループを一覧表示します。
# hagrp -list
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6

クラスタ内の任意のノードで、手順 5 の出力に表示された各グループ名に対して次
のコマンドを入力し、ClusterService 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。
# hagrp -freeze group_name -persistent

メモ: フリーズしたサービスグループのリストを、後で使うために書き留めておきます。

7

クラスタ内の任意のノードで、フリーズしたグループを含む設定ファイル（main.cf）
を保存します。
# haconf -dump -makero

メモ: 各クラスタに対して手順 3 から手順 7 の実行が完了した場合のみ、処理を続
行してください。

8

クラスタ内の任意のノードで、次のコマンドを入力し、RVG リソースを含むサービスグ
ループと、各サービスグループがオンラインになっているノードのリストを表示します。
# hares -display -type RVG -attribute State
Resource
VVRGrp
ORAGrp

Attribute
State
State

System
system02
system02

Value
ONLINE
ONLINE

メモ: ONLINE になっているリソースについては、出力のシステム（System）列に表
示されてるノードを書き留めておきます。

9

手順 8 を各クラスタに対して繰り返します。

10 専用ディスクグループの場合、ディスクグループのインポート先のホストを確認して
書き留めておきます。
p.205 の 「ディスクグループがオンラインになっているノードの確認」 を参照してくだ
さい。

11 共有ディスクグループの場合、CVM クラスタ内の任意のノードで、次のコマンドを実
行します。
# vxdctl -c mode

後で使うためにマスターを書き留めて記録しておきます。
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ディスクグループがオンラインになっているノードの確認
専用ディスクグループの場合、RVG リソースを含むディスクグループのインポート先のホ
ストを確認して書き留めておきます。この情報は、アップグレード後に設定を復元する際
に必要になります。
オンラインのディスクグループを確認する方法

1

クラスタ内の任意のノードで、設定内のディスクグループを一覧表示して、出力に表
示されているディスクグループ名を後で使うために書き留めておきます。
# hares -display -type RVG -attribute DiskGroup

メモ: VCS 制御下に置かれているディスクグループの一覧を書き留めます。

2

手順 1 の出力に表示されたディスクグループごとに、その対応するディスクグルー
プリソース名を一覧表示します。
# hares -list DiskGroup=diskgroup Type=DiskGroup

3

手順 2 の出力に表示されたディスクグループリソース名ごとに、次のコマンドを入力
して、ディスクグループのインポート先のノードを取得して書き留めておきます。
# hares -display dg_resname -attribute State

出力には、VCS 制御下に置かれているディスクグループと、ディスクグループのイン
ポート先のノードが表示されます。

VCS エージェントが設定されている場合のアップグレードの準備
VCS エージェントを設定している場合、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリ内に
ある main.cf や types.cf などの設定ファイルのバックアップを作成することをお勧めし
ます。
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VCS エージェントが含まれる設定のアップグレードを準備する方法

1

各ノードで次のコマンドを入力し、各ノードのディスクグループを一覧表示します。
# vxdisk -o alldgs list

出力には、VCS 制御下にあるディスクグループと VCS 制御下にないディスクグルー
プの一覧が表示されます。
メモ: ローカルにインポートされていないディスクグループはカッコ内に表示されま
す。

2

いずれかのノードにインポートされていないディスクグループがある場合、それらを
インポートします。VCS 設定内のディスクグループの場合、任意のノードにインポー
トできます。VCS 制御下にないディスクグループの場合、ディスクグループのインポー
ト先とする適切なノードを選択します。適切なノードで次のコマンドを入力します。
# vxdg -t import diskgroup

3

ディスクグループがすでにインポートされている場合、インポート先のノードで次のコ
マンドを入力し、ディスクグループをリカバリします。
# vxrecover -bs

4

すべてのプライマリ RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

メモ: プライマリ RLINK が最新になるまで処理を続行しないでください。

アレイサポートのアップグレード
Storage Foundation 6.0 リリースには、単一のRPMである VRTSaslapm にすべてのア
レイサポートが含まれます。アレイサポートRPMには、以前に VRTSvxvm RPMに含まれ
ていたアレイサポートが含まれます。またアレイサポートRPMには、以前に外部アレイサ
ポートライブラリ（ASL）とアレイポリシーモジュール（APM）としてパッケージ化されていた
サポートも含まれます。
サポート対象アレイについて詳しくは、6.0 ハードウェア互換性リストを参照してください。
p.40 の 「ハードウェア互換性リスト（HCL）」 を参照してください。
製品インストーラで Storage Foundation 製品をアップグレードする場合、インストーラが
自動的にアレイサポートをアップグレードします。手動手順で Storage Foundation 製品
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をアップグレードする場合は、以前にシステムにインストールした外部 ASL または APM
をすべて削除してください。外部 ASL または APM が検出された場合、VRTSvxvm RPM
のインストールはエラーになって終了します。
Storage Foundation 6.0 をインストールした後、シマンテック社は VRTSaslapm RPM へ
の更新を通して、新しいディスクアレイのサポートを提供します。
アレイのサポートについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation Cluster File System
High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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12
インストーラによる Storage
Foundation Cluster File
System High Availability の
標準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。
■

完全アップグレードの実行

完全アップグレードの実行
完全アップグレードの実行には次のタスクが含まれます。
■

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認

■

アップグレードの実行

■

設定の更新と起動の確認

■

残りのノードのアップグレード

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認
SFCFSHA 6.0 にアップグレードする前に、ファイルシステムが正常にマウント解除されて
いることを確認します。ログが再生されファイルシステムが正常にマウント解除されたとし
てマーク付けされていることを確認するには、次の処理を行います。

210

第 12 章 インストーラによる Storage Foundation Cluster File System High Availability の標準的なアップグレードの実行
完全アップグレードの実行

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認するには

1

クラスタ内のいずれかのノードでスーパーユーザーとしてログインします。

2

クラスタ内の各ノードで（VxFS リソースおよび CFS リソースが含まれる）サービスグ
ループをオフラインにします。
# hagrp -offline group -sys system01
# hagrp -offline group -sys system02
# hagrp -offline group -sys system03
# hagrp -offline group -sys system04

ここで group には、CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを保有している VCS
サービスグループを指定します。
各 SFCFSHA サービスグループに対してこの手順を実行します。
メモ: これにより、CFS ファイルシステムのマウントが解除されます。

3

VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount mount_point

4

各 VxFS ファイルシステムを確認して修復します。
# fsck -t vxfs /dev/vx/dsk/diskgroup/volume
/opt/VRTS/bin の fsck コマンドは、ブロックまたはキャラクタデバイス

（/dev/vx/dsk/dg/vol）または（/dev/vx/rdsk/dg/vol）のいずれかを受け入れ
ます。fsck のオペレーティングシステムのバージョンによっては、受け入れるデバイ
スの種類が限定されることがあります。
詳しくは、fsck と fsck_vxfs のマニュアルページを参照してください。
各ファイルシステムに対してこの手順を実行します。

アップグレードの実行
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ます。

2

配布およびアーキテクチャごとに適切なメディアを、システムの DVD-ROM ドライブ
に挿入します。
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システムでボリューム管理ソフトウェアが実行されている場合、ソフトウェアディスクは
/mnt/cdrom として自動的にマウントされます。
ボリューム管理ソフトウェアを使ってディスクをマウントできない場合は、次のように入
力して、手動でマウントする必要があります。
# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom

4

ディスクの最上位ディレクトリに変更します。
# cd /mnt/cdrom

5

アップグレードするノードに、マウントされている VxFS ファイルシステムがないことを
確認します。
# mount -t vxfs

VxFS ファイルシステムがマウントされている場合、クラスタ内の各ノードでグループ
をオフラインにします。
# hagrp -offline group -sys system01
# hagrp -offline group -sys system02
# hagrp -offline group -sys system03
# hagrp -offline group -sys system04

ここで group には、CVMVolDg リソースと CFSMount リソースを保有している VCS
サービスグループを指定します。
VxFS が VCS によって管理されていない場合は、マウントを解除します。
# umount mount_point

各 SFCFSHA サービスグループに対してこの手順を実行します。

6

クラスタの任意のノードからアップグレードを実行します。次のコマンドを入力して y
を押し、クラスタ設定をアップグレードします。
# ./installsfcfsha -upgrade

7

メッセージが表示されたら、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入
れるかどうかを指定します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the storage_foundation_cluster_file_system_ha/EULA/
en/EULA_CFSHA_Ux_6.0.pdf file present on media? [y,n,q,?] y
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8

インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
システムについては、アップグレードを続行する前に、各システムに対してシステム
のブートディスクグループのバックアップを作成できます。ブートディスクグループを
分割してバックアップを作成する場合は、y を入力します。

9

バックアップブートディスクグループの名前を入力するようメッセージが表示されま
す。名前を入力するか、または Enter キーを押してデフォルトを受け入れます。

10 分割操作の開始を確認するメッセージが表示された場合、y を押して続行します。
メモ: 分割操作には時間がかかることがあります。

11 ソフトウェアをアップグレードするシステム名（次の例では「host1」と「host2」）を入力
するよう求められます。システム名（1 つまたは複数）を入力し、Return キーを押しま
す。
Enter the system names separated by spaces on which to
install SFCFSHA: host1 host2

12 初期システムチェック中に、インストーラはシステム間の通信が設定されていることを
確認します。
インストーラが異常停止する、またはログインパスワードを尋ねる場合、インストーラ
を停止し、ssh または rsh を設定します。その後、インストーラを再び実行します。
p.419 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

13 システムチェックが完了した後、アップグレードされるRPMsの一覧が表示されます。
Enter キーを押してアップグレードを続行します。

14 出力に、実行中のシステムで SFCFSHA を停止する必要があるという情報が示され
ます。y を入力して続行します。

15 Return キーを押して、以前のパッケージの削除と新しいパッケージのインストール
を開始します。

16 Return キーを再度押すと、ログと再起動に関する概略情報が表示されます。
システムで Veritas 製品が正しく動作するまで、ログファイルは削除しないでくださ
い。テクニカルサポートでは、デバッグの目的でこれらのログファイルが必要になりま
す。

17 設定を更新します。
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18 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループを再結合します。アップグレードに失敗した場合は、バックアップディス
クグループに戻してください。
p.243 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.244 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

設定の更新と起動の確認
アップグレードした各ノードで次の手順を実行します。
設定を更新して起動を確認するには

1

/etc/VRTSvcs/conf/config/.stale ファイルが存在する場合、このファイルを削

除します。
# rm -f /etc/VRTSvcs/conf/config/.stale

2

ルートディスクがカプセル化される場合、アップグレードされたノードを再ブートしま
す。
# /sbin/shutdown -r

3

ノードを再起動したら、LLT が実行されていることを確認します。
# lltconfig
LLT is running

4

GAB が設定されていることを確認します。
# gabconfig -l | grep 'Driver.state' | ¥
grep Configured
Driver state : Configured

5

VxVM デーモンが起動され有効になっていることを確認します。
# /opt/VRTS/bin/vxdctl mode
mode: enabled

6

アップグレードしたすべてのノードが実行状態になっていることを確認します。
# gabconfig -a
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7

設定が完了した後、CVM と SFCFSHA グループがフリーズしている場合があります。
フリーズした CVM や SFCFSHA グループを確認するには、次のコマンドを入力しま
す。
# /opt/VRTS/bin/hastatus -sum

グループがフリーズしている場合、各グループに対して次のコマンドを実行し、CVM
と SFCFSHA グループをアンフリーズします。
■

設定を読み書き両用にします。
# /opt/VRTS/bin/haconf -makerw

■

グループをアンフリーズします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -unfreeze group -persistent

■

設定を保存します。
# /opt/VRTS/bin/haconf -dump -makero
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8

VVR が設定されているときに、CVM と SFCFSHA グループがオフラインの場合、そ
れらのグループを次の手順でオンライン状態にします。
すべてのシステムの CVM グループをオンラインにします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group -sys system01
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group -sys system02

ここで group には、CVMVolDg リソースを保有している VCS サービスグループを指
定します。
次のコマンドを使って、マスターノードの RVGShared グループと仮想 IP をオンライ
ンにします。
# hagrp -online RVGShared -sys masterhost
# hares -online ip_name
masterhost

すべてのシステムの SFCFSHA グループをオンラインにします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group -sys system01
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group -sys system02

ここで group には、CFSMount リソースを保有している VCS サービスグループを指
定します。
SFCFSHA サービスグループがオンライン状態にならない場合、ファイルシステムが
正常にマウント解除されていない可能性があります。

9

残りのノードをアップグレードします。
メモ: SFCFSHA 6.0 にアップグレードするときにファイルシステムが正常にマウント解
除されていない場合、共有ディスクグループをデポートし、それを非共有としてイン
ポートする必要があります。インポートが完了したら fsck を実行します。fsck は正
常に終了する必要があります。次にディスクグループをデポートし、それを共有とし
て再度インポートします。

10 どのノードが CVM マスターであるかを調べます。次を入力します。
# vxdctl -c mode

11 CVM マスターノードで、CVM プロトコルをアップグレードします。次を入力します。
# vxdctl upgrade

215

216

第 12 章 インストーラによる Storage Foundation Cluster File System High Availability の標準的なアップグレードの実行
完全アップグレードの実行

13
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。
■

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

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 Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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RPMs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RPMs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 13-1 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 13-1

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
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ノード A
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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
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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。

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、SFCFSHA Veritas Storage Foundation Cluster
File System High Availability 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

リリース 5.1 SP1 以降からのアップグレードで、ブートディスクがカプセル化されミラー
化されている場合は、バックアップブートディスクを作成できます。
バックアップブートディスクを作成するように選択する場合は、y と入力します。ブー
トディスクグループのバックアップ名を指定するか、デフォルトの名前を受け入れま
す。次に、インストーラでブートディスクグループのバックアップが作成されます。
p.243 の 「バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結
合」 を参照してください。
p.244 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。
選択したノード（複数可）でアップグレードされる RPMs の一覧が表示されます。
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10 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。

11 関連プロセスが停止され、旧カーネルRPMsがアンインストールされて、新しいRPMs
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。

12 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。
13 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 11 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。

14 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。

15 アップグレードする残りのRPMsが確認されます。Enter キーを押して続行します。
16 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RPMsがアンインストールされて、新しいRPMs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。

17 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。
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18 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。

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。

Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA 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.217 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.65 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。
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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。

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.65 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。

アップグレードは完了です。
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14
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。
■

SFCFSHA の段階的アップグレードの実行

SFCFSHA の段階的アップグレードの実行
段階的アップグレードの実行には次のタスクが含まれます。
■

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動

■

最初のサブクラスタでの SFCFSHA スタックのアップグレード

■

2 番目のサブクラスタの準備

■

最初のサブクラスタのアクティブ化

■

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

■

2 番目のサブクラスタのアップグレード

■

段階的アップグレードの終了

クラスタの前半の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。この手順の間に、アプリケーションにダウンタイムが発生するこ
とに注意してください。
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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。その基本的な指針は次のとおりです。
■

クラスタを 2 分割します。クラスタに含まれるノードの数が奇数となる場合は、(n+1)/2
で計算を行い、偶数個のノードでアップグレードを開始します。

■

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。

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。ま
た、任意のノードにサービスグループを追加したり、削除したりしないでください。

■

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。

■

ルートディスクがカプセル化されていても、段階的アップグレードは実行できます。

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動
2 番目のサブクラスタにサービスグループを移動するには

1

クラスタの前半から、クラスタの後半のノードのいずれかにフェールオーバーグルー
プを切り替えます。この手順で、galaxy はクラスタの前半のノードであり、jupiter
はクラスタの後半のノードです。次を入力します。
# hagrp -switch failover_group -to jupiter

2

クラスタの前半で、VCS の下に設定されていないすべてのアプリケーションを停止し
ます。アプリケーションを停止するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使
います。
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3

クラスタの前半で、VCS によって管理されていない VxFS または CFS のファイルシ
ステムをマウント解除します。
# mount | grep vxfs

VxFS または CFS のマウントポイントを使うプロセスがないことを検証します。次を入
力します。
# fuser -c mount_point

アプリケーションが提供する機構で、VxFS または CFS のマウントポイントを使うすべ
てのプロセスを停止します。
VxFS または CFS のファイルシステムをマウント解除します。次を入力します。
# umount /mount_point

4

クラスタの前半で、CVM グループを含む VCS サービスグループすべてをオフライ
ンにします。次を入力します。
# hagrp -offline group_name -sys galaxy

CVM グループがオフラインになるときに、CFS ファイルシステムなどのすべてのパラ
レルサービスグループも、クラスタノードの前半でオフラインになります。

5

VCS サービスグループがクラスタの前半のすべてのノードでオフラインであることを
検証します。次を入力します。
# hagrp -state group_name

6

クラスタの前半のノードをフリーズします。次を入力します。
# haconf -makerw
# hasys -freeze -persistent galaxy
# haconf -dump -makero
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7

I/O フェンシングが有効な場合、クラスタの前半の各ノードで、無効モードで I/O フェ
ンシングを設定するために /etc/vxfenmode ファイルの内容を変更します。 次を入
力します。
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_disabled /etc/vxfenmode
# cat /etc/vxfenmode
[root@swlx08 ~]# cat /etc/vxfenmode
#
# 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=disabled

8

クラスタ全体の属性 UseFence が SCSI3 に設定されている場合、クラスタの前半
で、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの値を NONE にリセットしま
す。

9

GAB ポート a、b、d、h のみが開いていることを確認します。次を入力します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
=======================================================
Port a gen 6b5901 membership 01
Port b gen 6b5904 membership 01
Port d gen 6b5907 membership 01
Port h gen ada40f membership 01

VCS を停止しないでください。ポート h は稼動している必要があります。
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10 クラスタの前半で、VxVM と CVM ボリュームすべてを停止します。ディスクグループ
ごとに、次のコマンドを入力します。
# vxvol -g diskgroup stopall

開いたままのボリュームがないことを検証します。次を入力します。
# vxprint -Aht -e v_open

11 クラスタの前半で、必要に応じて、すべて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。手順については、オペレーティングシステムのアップグレードパス
を参照してください。
p.192 の 「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。

最初のサブクラスタでの SFCFSHA スタックのアップグレード
最初のサブクラスタで SFCFSHA スタックをアップグレードするには
◆

メモ: この手順はインプレースアップグレードパスに基づいています。つまり、オペ
レーティングシステムがアップグレードされた場合、リリースは同じですが、パスレベ
ルのみが変わります。オペレーティングシステムのメジャーリリースから別のリリース
に移行する場合、オペレーティングシステムをアップグレードする前に SFCFSHA ス
タックをアンインストールする必要があります。オペレーティングシステムがアップグ
レードされた後、SFCFSHA を再インストールする必要があります。
クラスタの前半で、installsfcfsha スクリプトを使用して SFCFSHA をアップグレード
します。installsfcfsha スクリプトを使った例を次に示します。
# ./installsfcfsha galaxy

クラスタの前半のアップグレードが完了した後、gabconfig -a の出力で表示される
GAB ポートはありません。
オペレーティングシステムをアップグレードするには、プラットフォームの通常の手順
に従います。
メモ: インストールが完了した後に表示される指示は無視してかまいません。
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2 番目のサブクラスタの準備
2 番目のサブクラスタを準備するには

1

クラスタの後半で、VCS の下に設定されていないすべてのアプリケーションを停止し
ます。アプリケーションを停止するにはネーティブのアプリケーションコマンドを使い
ます。[ダウンタイムが始まります。]

2

クラスタの後半で、VCS で管理されていない VxFS および CFS のファイルシステム
をマウント解除します。次を入力します。
# mount | grep vxfs

VxFS および CFS のマウントポイントを使うプロセスがないことを検証します。次を入
力します。
# fuser -c mount_point

アプリケーションが提供する機構で、VxFS および CFS のマウントポイントを使うすべ
てのプロセスを停止します。
VxFS および CFS のファイルシステムをマウント解除します。次を入力します。
# umount /mount_point

3

クラスタの後半で、次のコマンドを使ってすべてのノードで VCS サービスグループ
すべてをアンフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze group_name -persistent
# haconf -dump -makero

4

クラスタの後半で、CVM グループを含む VCS サービスグループすべてをオフライ
ンにします。次を入力します。
# hagrp -offline group_name -sys jupiter

5

クラスタの後半で、VCS サービスグループがオフラインであることを検証します。次を
入力します。
# hagrp -state group_name

6

クラスタの後半の VCS を停止します。次を入力します。
# hastop -local

第 14 章 段階的なアップグレードの実行
SFCFSHA の段階的アップグレードの実行

7

231

クラスタの後半の各ノードで、無効モードで I/O フェンシングを設定するために
/etc/vxfenmode ファイルの内容を変更します。
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_disabled /etc/vxfenmode
# cat /etc/vxfenmode#
# 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=disabled

8

クラスタ全体の属性 UseFence が SCSI3 に設定されている場合、クラスタの後半
で、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの値を NONE にリセットしま
す。

9

クラスタの後半で、VCS、VxFEN、ODM、GAB、LLT の SFCFSHA モジュールを停
止します。次を入力します。
# /etc/init.d/vxglm stop
# /etc/init.d/vxodm stop
# /etc/init.d/vxgms stop
# /etc/init.d/vxfen stop
# /etc/init.d/gab stop
# /etc/init.d/llt stop
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10 クラスタの前半の各ノードで、フェンシングを有効にします。次を入力します。
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode
# cat /etc/vxfenmode
#
# 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
# sybase
- use scsi3 disks in kernel but coordinate membership
# with Sybase ASE
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=scsi3
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O Fencing
# communicates with the coordination disks.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
# raw - connect to disks using the native interface
#
scsi3_disk_policy=dmp

11 クラスタ全体の属性 UseFence が NONE に設定されている場合、クラスタの前半
で、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルで値を SCSI3 にリセットしま
す。
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最初のサブクラスタのアクティブ化
最初のサブクラスタをアクティブ化するには

1

クラスタの前半のアップグレードされたノードを再起動します。
# /sbin/shutdown -r now

クラスタノードの前半が起動するとき、GAB ポートは開きません。次のコマンドでは
GAB ポートは表示されません。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================

2

必要な場合、アップグレードされたノードがクラスタの前半で再ブートされた後、gab
でクラスタを強制的に形成します。
# /sbin/gabconfig -x

GAB ポート a、b、d、h が、gabconfig -a コマンドの出力に表示されます。
メモ: ポート b、h が開いている場合は、フェンシングと VCS を手動でオンラインにす
る必要があります。

3

クラスタの前半で、VCS サービスグループをオンラインにします。次を入力します。
# hagrp -online group_name -sys node_name

CVM サービスグループをオンラインにした後、すべての GAB ポート u、v、w、f は
オンラインになり、すべての CFS マウントサービスグループも自動的にオンラインに
なります。フェールオーバーサービスグループのみ手動でオンラインにする必要が
あります。

4

VCS で管理されていない VxFS と CFS のファイルシステムを手動でマウントします。
[ダウンタイムが終わります。]
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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
2 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムをアップグレードするには
◆

次を入力します。
# chkconfig vcs off
# chkconfig vxfen off
# chkconfig gab off
# chkconfig llt off

クラスタの後半で、必要に応じて、オペレーティングシステムをアップグレードします。
手順については、オペレーティングシステムのアップグレードパスを参照してくださ
い。

2 番目のサブクラスタのアップグレード
2 番目のサブクラスタをアップグレードするには
◆

次を入力します。
# ./installsfcfsha node_name
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段階的アップグレードの完了
段階的アップグレードを完了するには

1

2 番目のサブクラスタのノードのクラスタ UUID が 1 番目のサブクラスタのノードのク
ラスタ UUID と同じであることを確認してください。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 [-rsh] -clus -display nodename

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

クラスタの後半の各ノードで、フェンシングを有効にします。次を入力します。
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode
# cat /etc/vxfenmode
#
#
#
#
#
#
#
#

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
sybase
- use scsi3 disks in kernel but coordinate
membership with Sybase ASE

# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=scsi3
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O Fencing
# communicates with the coordination disks.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
# raw - connect to disks using the native interface
#
scsi3_disk_policy=dmp
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3

クラスタの後半のアップグレードされたノードを再起動します。
# /sbin/shutdown -r

ノードの後半が起動するとき、すべての GAB ポート a、b、d、h、u、v、w、f はオンラ
インです。すべての CFS マウントサービスグループも自動的にオンラインになります。

4

クラスタの後半で VCS で管理されていない VxFS および CFS のファイルシステムを
手動でマウントします。

5

どのノードが CVM マスターであるかを調べます。次を入力します。
# vxdctl -c mode

6

CVM マスターノードで、CVM プロトコルをアップグレードします。次を入力します。
# vxdctl upgrade

15
Veritas Volume Replicator
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。
■

Veritas Volume Replicator のアップグレード

Veritas Volume Replicator のアップグレード
以前のバージョンの Veritas Volume Replicator（VVR）が設定されている場合、Storage
Foundation 製品をアップグレードすると、製品インストーラが自動的に VVR をアップグ
レードします。
4.1 以降からアップグレードする場合、レプリケーションを中断させずにアップグレードす
るオプションが用意されています。
p.237 の 「レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード」 を参照してください。

レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード
この項では、レプリケーションを実行しているときに以前のバージョンの VVR から現在の
バージョンの VVR にアップグレードする手順について説明します。この方法は、RDS 内
のすべてのホストを一度にアップグレードする必要がないことを前提としています。
バージョン間でレプリケーションの設定が必要になる場合があります。
p.201 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードを計画する」 を参照してください。
プライマリとセカンダリの両方に以前のバージョンの VVR がインストールされている場合、
アップグレードはプライマリまたはセカンダリで実行できます。セカンダリホストは、RDS の
プライマリホストより前にアップグレードすることをお勧めします。この項では、プライマリの
アップグレード手順とセカンダリのアップグレード手順が別々に記載されています。
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メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

セカンダリ上の VVR のアップグレード
次の手順に従って、セカンダリホストをアップグレードします。
セカンダリをアップグレードするには

1

次のコマンドを使って、プライマリの一時停止を開始することによってセカンダリホス
トへのレプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup pauserep local_rvgname

2

セカンダリ上の VVR 4.1 以降を VVR 6.0 にアップグレードします。

3

次のコマンドを使って、プライマリからのレプリケーションを再開します。
# vradmin -g diskgroup resumerep local_rvgname sec_hostname

プライマリ上での VVR のアップグレード
セカンダリをアップグレードした後、Veritas 製品のインストーラを使ってプライマリをアッ
プグレードします。
プライマリをアップグレードするには

1

次のコマンドを使ってプライマリの一時停止を開始することにより、プライマリホストへ
のレプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup pauserep local_rvgname

2

セカンダリ上の VVR 4.1 以降を VVR 6.0 にアップグレードします。

3

次のコマンドを使って、プライマリからのレプリケーションを再開します。
# vradmin -g diskgroup resumerep local_rvgname
sec_hostname

p.201 の 「以前の VVR バージョンからのアップグレードを計画する」 を参照してください。

16
SFHA から SFCFSHA への移
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFHA から SFCFSHA 6.0 への移行

SFHA から SFCFSHA 6.0 への移行
ここでは、Storage Foundation High Availability（SFHA）6.0 を Storage Foundation
Cluster File System High Availability（SFCFSHA）6.0 に移行する方法について説明
します。
この製品インストーラは、SFHA の以前のバージョンから SFCFSHA6.0 への直接アップ
グレードはサポートしていません。この手順を開始する前に、既存の SFHA を 6.0 にアッ
プグレードしてください。
SFHA 6.0 から SFCFSHA 6.0 に移行するには

1

アップグレードを始める前に、main.cf ファイルのバックアップを作成します。

2

ストレージディスクが 6.0 SFHA クラスタのすべてのノードで表示されることを確認し
ます。

3

次のコマンドを使って、すべてのフェールオーバーサービスグループをオフラインに
します。
# hagrp -offline group_name -any

上のコマンドは、サービスグループが現在オンラインのノードで、サービスグループ
をオフラインにします。
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4

VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。ローカ
ルファイルシステムが VCS の制御下にある場合、手順 3 でフェールオーバーサー
ビスグループがオフライン状態になると、VCS はファイルシステムをマウント解除しま
す。
VCS 制御下にない VxFS のローカルファイルシステムをマウントしたノードで、次の
コマンドを実行します。
# umount -t vxfs -a

5

ボリューム上のすべてのアクティビティを停止し、ローカルディスクグループをデポー
トします。ローカルディスクグループが VCS フェールオーバーサービスグループの
一部である場合、手順 3 でフェールオーバーサービスグループがオフライン状態に
なると、VCS はディスクグループをデポートします。
# vxvol -g diskgroup_name stopall
# vxdg deport diskgroup_name

6

既存の SFHA の SFCFSHA 6.0 へのアップグレード
# ./installsfcfsha

7

インストールの完了後、インストールスクリプトから、ライセンスをインストールするよう
に求められます。正しいライセンスキーを入力して、キーを登録します。

8

インストーラから VCS を再設定するよう要求されます。SFHA クラスタの設定中に使
われたものと同じクラスタ名、クラスタ ID、LLT リンクインターフェースの詳細を入力
します。

9

次のコマンドを使って、どのノードが CVM マスターであるかを調べます。
# vxdctl -c mode

10 CVM マスターノードで、共有モードになっている必要がある必須ディスクグループ
をすべて再インポートします。
# vxdg -s import diskgroup_name

11 手順 10 で共有としてインポートされたディスクグループのすべてのボリュームを開
始します。次のコマンドを実行します。
# vxdg -g diskgroup_name startall
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12 CFS としてマウントする各ファイルシステムに対して次のコマンドを実行します。
# cfsmntadm add diskgroup_name volume_name mount_point ¥
all=cluster_mount_options

13 すべてのノードで CFS ファイルシステムをマウントするために、次のコマンドを実行
します。
# cfsmount mount_point

14 手順 10 で、共有モードでインポートされなかった他のすべてのローカルディスクグ
ループをインポートします。
# vxdg import diskgroup_name

これらのディスクグループのすべてのボリュームを開始します。
# vxvol -g diskgroup_name startall

これらのボリュームをマウントします。

15 フェールオーバーサービスグループを介して VCS が監視する必要のあるファイル
システムには、VCS 制御下の VxFS ファイルシステム用のマウント、ディスクグルー
プ、ボリュームリソースを追加して、これらのフェールオーバーサービスグループを作
成します。

241

242

第 16 章 SFHA から SFCFSHA への移行
SFHA から SFCFSHA 6.0 への移行

17
アップグレード後のタスクの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

バックアップブートディスクグループの現在のディスクグループへの再結合

■

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻す

バックアップブートディスクグループの現在のディスクグ
ループへの再結合
アップグレード中、ミラー化されたブートディスクを分割した場合は、この手順を実行して
バックアップブートディスクグループを再結合します。アップグレードが成功して再ブート
したら、ブートディスクグループを保持する必要はありません。
p.217 の 「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」 を参照してください。
バックアップブートディスクグループを再結合するには
◆

backup_bootdg ディスクグループをブートディスクグループに再結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join backup_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。backup_bootdg はアップグレード中に

作成したバックアップブートディスクグループの名前です。
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アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディ
スクグループに戻す
この手順は、アップグレードが失敗し、そのアップグレード中にミラー化されたブートディ
スクを分割してバックアップした場合に実行します。アップグレードしたときに作成したバッ
クアップに戻すことができます。
p.217 の 「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」 を参照してください。
アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻すには

1

ブートディスクグループを確認するには、vxprint コマンドの出力で rootvol ボリュー
ムを探します。
# vxprint

2

vxdg コマンドを使って、現在ブートを実行しているブートディスクグループを特定し

ます。
# vxdg bootdg

3

バックアップブートディスクグループからオペレーティングシステムをブートします。

4

バックアップディスクグループに元のブートディスクグループを結合します。
# /etc/vx/bin/vxrootadm -Y join original_bootdg
-Y オプションはサイレント操作を示します。original_bootdg は不要になったブート

ディスクグループです。

5
インストールまたはアップグ
レードの検証

■

第18章 Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストー
ルの確認
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18
Storage Foundation Cluster
File System High
Availability のインストール
の確認
この章では以下の項目について説明しています。
■

ノードでのインストール後チェックの実行

■

製品がインストールされたことの確認

■

インストールログファイル

■

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

■

Veritas 製品のプロセスの開始と停止

■

Veritas Volume Manager プロセスのチェック

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability 用のエージェント設
定の確認

■

Cluster File Systems の時刻同期

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability 用の VCS の設定

■

クラスタ UUID について

■

LLT と GAB の設定ファイルについて

■

LLT、GAB、および VCS 設定ファイルの検証
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■

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
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.376 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。

製品がインストールされたことの確認
SFCFSHA 製品がインストールされていることを確認します。
コマンドを使って、どの RPM がインストールされたかを確認します。
# rpm -qa | grep VRTS

インストールされた製品のバージョンについて確認することができます。次のコマンドを実
行します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha -version

次の項の記述に従って、製品のインストールをさらに確認します。

インストールログファイル
すべての製品のインストール後、インストーラは 3 つのテキストファイルを生成します。
■

インストールログファイル

■

応答ファイル

■

概略ファイル

各ファイルの名前と場所が製品イントールの終了時に表示され、常に
/opt/VRTS/install/logs ディレクトリに置かれます。監査、デバッグ、今後の使用の
ために、ファイルを保存することをお勧めします。
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インストールログファイルの使用
インストールログファイルには、手順の間に実行されたすべてのコマンド、その出力、コマ
ンドにより生成されたエラーが含まれます。このファイルはインストールの問題をデバッグ
するためのものであり、Veritas サポートによる分析に使われることがあります。

概略ファイルの使用
概略ファイルには、インストーラや製品インストールスクリプトによるインストールの結果が
含まれています。概略には、RPMのリストと、各RPMの状態（成功または失敗を示す）が
含まれています。また、概略にはどの処理がインストールの間に停止するか、または再起
動されたか示します。インストール後、概略ファイルを参照して、開始する必要がある処
理を判断します。

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
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.251 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 18-1 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 SFCFSHA
クラスタ通信を示しています。
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図 18-1

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。

251

252

第 18 章 Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストールの確認
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

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 SFCFSHA 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、 SFCFSHA 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。

第 18 章 Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストールの確認
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

255

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、 SFCFSHA 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。

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

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

Veritas Volume Manager プロセスのチェック
次の手順を使って、Volume Manager プロセスが実行中であることを確認します。
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重要な Volume Manager プロセスが実行中であることを確認するには
◆

次のようにコマンドを入力します。
# ps -ef | grep vx
vxiod、vxconfigd、vxnotify、vxesd、vxrelocd、vxcached、vxconfigbackupd

プロセスのエントリが、このコマンドの出力に表示されます。ホットリロケーションを無
効にした場合は、vxrelocd と vxnotify プロセスは表示されません。

Storage Foundation Cluster File System High
Availability 用のエージェント設定の確認
ここでは、エージェント設定の確認方法を説明します。
エージェント設定を確認するには
◆

クラスタ内のいずれかのノードからクラスタ状態コマンドを入力します。
# cfscluster status

出力は次のようになります。
Node
: system01
Cluster Manager : running
CVM state
: running
No mount point registered with cluster configuration
Node
: system02
Cluster Manager : running
CVM state
: running
No mount point registered with cluster configuration

Cluster File Systems の時刻同期
SFCFSHA は、NTP（Network Time Protocol）デーモンなど何らかの外部コンポーネン
トを使って、すべてのノードのシステムクロックが同期されている必要があります。ノードを
同期化しないと、変更のタイムスタンプ（ctime）と修正時のタイムスタンプ（mtime）が実
際の操作順序と一致しない場合があります。
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Storage Foundation Cluster File System High
Availability 用の VCS の設定
VCS の設定とは、クラスタ、サービスグループ、リソース、リソース依存関係の定義を VCS
エンジンに伝えることです。デフォルト設定では、VCS は 2 つの設定ファイルを使います。
■ main.cf

ファイルは全クラスタを定義します。

■ types.cf

ファイルはリソースタイプを定義します。

デフォルトでは、両方のファイルはディレクトリ /etc/VRTSvcs/conf/config にあります。
エージェントが追加された場合、OracleTypes.cf など、types.cf に似た追加のファイ
ルが存在する場合があります。
VCS クラスタで、オンラインになる最初のシステムがファイルを読み込み、設定の内部（メ
モリ内）文字列表現を形成します。システムは、最初のシステムがクラスタ内で動作してい
るシステムから情報を派生すると、オンラインになります。コマンドラインからファイルを変
更している間、クラスタを停止する必要があります。設定ファイルを編集することで行われ
た変更は、クラスタが再起動されたときに有効になります。変更が行われたノードは、オン
ラインに復旧される最初のノードである必要があります。

main.cf ファイル
VCS 設定ファイル main.cf はインストール中に作成されます。インストール後、main.cf
ファイルはクラスタおよびそのノードの基本定義を含みます。さらに、include 文に含まれ
るファイル types.cf は、VCS リソース用にバンドルされたエージェントを定義します。
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
SFCFSHA ファイル用の通常の VCS 設定ファイルは次のようになります。
include
include
include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleASMTypes.cf"
"Db2udbTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"

cluster sfcfs_1 (
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system thor150 (
)
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system thor151 (
)
group cvm (
SystemList = { thor150 = 0, thor151 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { thor150, thor151 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = sfcfs_1
CVMNodeId = { thor150 = 0, thor151 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus
// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}

Storage Foundation Cluster File System HA のみ
VCS Cluster Manager（Web コンソール）を設定した場合、IP、プロセス、通知リソースを
含む、サービスグループ「ClusterService」が生成されました。これらのリソースは、インス
トール中に提供した情報に従って設定されました。リソース依存関係も作成されました。
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Veritas Cluster Server アプリケーションのフェールオーバサービス
SFCFS HA をインストールした場合、Veritas Cluster Server により提供されたフェール
オーバサービスを監視するアプリケーションの実装を始めることができます。VCS サービ
スのセットアップに関する情報は、このマニュアルには記載されていません。
Veritas Cluster Server のマニュアルを参照してください。

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。

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

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 18-1 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 18-1
ファイル

説明

/etc/sysconfig/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。
■

SFCFSHA 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。
/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
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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。インストール後、このファイルには、特定のシステムに対応する LLT ネットワークリンクが一
覧表示されます。
set-node galaxy
set-cluster 2
link eth1 eth1 - ether - link eth2 eth2 - ether - 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。
set-node galaxy
set-cluster 2
link eth1 eth-00:04:23:AC:12:C4 - ether - link eth2 eth-00:04:23:AC:12:C5 - ether - 統合インターフェースを使うと、ファイルには eth-MAC_address の代わりに統合インターフェースの名
前が記載されます。
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 18-2 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 18-2
ファイル

GAB 設定ファイル
説明

/etc/sysconfig/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。
■

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。

263

264

第 18 章 Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストールの確認
LLT、GAB、および VCS 設定ファイルの検証

ファイル

説明

/etc/gabtab

SFCFSHA 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。

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.261 の 「LLT と GAB 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。
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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。

3

LLT の動作を検証します。
p.265 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.267 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.268 の 「クラスタの確認」 を参照してください。

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

State
OPEN

Links
2
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1 nebula
2 saturn

OPEN
OPEN

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

5

Links
2
2

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 :
Node
*0 galaxy

1 nebula

State
OPEN

Link

Status

Address

eth1 UP
eth2 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:38

eth1 UP
eth2 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。
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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

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。
a

GAB

b

I/O フェンシング

d

Oracle Disk Manager（ODM）

f

クラスタファイルシステム（CFS）

h

Veritas Cluster Server（VCS: High Availability Daemon）

u

Cluster Volume Manager（CVM）
（スレーブノードからマスターノードにコマンドを転送するため）
gabconfig 出力のポート u は、CVM プロトコルバージョン 100 以上で可
視になります。

v

Cluster Volume Manager（CVM）

w

vxconfigd（CVM のモジュール）

y

Cluster Volume Manager（CVM）I/O 転送
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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。
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。
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen ada401 membership 01
Port b gen ada40d membership 01
Port d gen ada409 membership 01
Port f gen ada41c membership 01
Port h gen ada40f membership 01
Port u gen ada41a membership 01
Port v gen ada416 membership 01
Port w gen ada418 membership 01
Port y gen ada42a membership 01
gabconfig コマンドの出力のポート b は、I/O フェンシング機能が設定されるこ

とを示さない場合があるので注意してください。インストーラを使って Storage
Foundation Cluster File System High Availability を設定した後、インストー
ラは I/O フェンシングを無効モードで開始します。I/O フェンシングの設定を検
証するには、vxfenadm -d コマンドを使えます。
■

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
===================================

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。
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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

cvm
cvm

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
ONLINE

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。

クラスタノードの検証
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。
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

Attribute

Value

galaxy

AgentsStopped

0
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#System

Attribute

Value

galaxy

AvailableCapacity

100

galaxy

CPUUsage

0

galaxy

CPUUsageMonitoring

Enabled 0 ActionThreshold 0
ActionTimeLimit 0 Action NONE
NotifyThreshold 0 NotifyTimeLimit 0

galaxy

Capacity

100

galaxy

ConfigBlockCount

galaxy

ConfigCheckSum

galaxy

ConfigDiskState

CURRENT

galaxy

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

galaxy

ConfigInfoCnt

0

galaxy

ConfigModDate

Wed 14 Oct 2009 17:22:48

galaxy

ConnectorState

Down

galaxy

CurrentLimits

galaxy

DiskHbStatus

galaxy

DynamicLoad

0

galaxy

EngineRestarted

0

galaxy

EngineVersion

5.1.00.0

galaxy

Frozen

0

galaxy

GUIIPAddr

galaxy

HostUtilization

CPU 0 Swap 0

galaxy

LLTNodeId

0

galaxy

LicenseType

DEMO

galaxy

Limits

galaxy

LinkHbStatus

galaxy

LoadTimeCounter

0
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#System

Attribute

Value

galaxy

LoadTimeThreshold

600

galaxy

LoadWarningLevel

80

galaxy

NoAutoDisable

0

galaxy

NodeId

0

galaxy

OnGrpCnt

1

galaxy

ShutdownTimeout

galaxy

SourceFile

galaxy

SysInfo

galaxy

SysName

galaxy

galaxy

SysState

RUNNING

galaxy

SystemLocation

galaxy

SystemOwner

galaxy

TFrozen

0

galaxy

TRSE

0

galaxy

UpDownState

Up

galaxy

UserInt

0

galaxy

UserStr

galaxy

VCSFeatures

DR

galaxy

VCSMode

VCS_CFS_VRTS

./main.cf
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6
ノードの追加と削除

■

第19章 クラスタへのノードの追加

■

第20章 Storage Foundation Cluster File System クラスタからのノードの削除
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19
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。
■

クラスタへのノードの追加について

■

クラスタにノードを追加する前に

■

クラスタにノードを追加する準備

■

クラスタへのノードの追加

■

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

■

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例

クラスタへのノードの追加について
SFCFSHA をインストールしてクラスタを作成すると、クラスタでのノードの追加や削除が
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。
次の方法でノードを追加できます。
■

製品インストーラを使う

■

Web インストーラを使う

■

手動

この手順例では、既存の 2 ノードクラスタにノードを追加する方法を説明します。

クラスタにノードを追加する前に
既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加する準備を始める前に、次のことを確認してく
ださい。
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■

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされている
p.276 の 「ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たす」 を参照してください。

■

ハードウェアが新しいノード用に設定されている
p.276 の 「ハードウェアの設定」 を参照してください。

■

既存のクラスタが SFCFSHA クラスタで、そのクラスタ上で SFCFSHA が動作している

■

新しいシステムのオペレーティングシステムのバージョンとパッチレベルが、既存のク
ラスタのものと同じである

ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たす
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.25 の 「システムがインストールできる状態かどうかの評価」 を参照してください。
クラスタが以前のバージョンからアップグレードされている場合は、クラスタプロトコルの
バージョンを調べて、追加するノードと同じバージョンであることを確認してください。プロ
トコルが一致しない場合、そのノードを既存のクラスタに参加させることはできません。
クラスタと新しいノード間でプロトコルのバージョンの不一致がないことを確認するには

1

次のコマンドを使って、クラスタプロトコルのバージョンを確認します。
# vxdctl protocolversion
Cluster running at protocol 110

2

クラスタプロトコルのバージョンが 110 よりも前である場合は、以下を使ってマスター
ノードでアップグレードします。
# vxdctl upgrade [version]

ハードウェアの設定
図 19-1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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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

図 19-1
パブリックネ
ットワーク

共有ストレージ

既存のノ
ード 1

既存のノ
ード 2

ハブ /

プライベートネ
ットワーク

ハブまたは
スイッチ

新しいノード

ハードウェアを設定するには

1

SFCFSHA 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。
■

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 19-1 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

次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

ノードが既存のノードと同じ共有ストレージデバイスに接続されている必要があり
ます。

■

ノードがクラスタの 2 つの独立したスイッチにプライベートネットワークで接続され
ている必要があります。
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詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
■

新しいノード上のプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェース
の名前がクラスタの既存のノードと同じである必要があります。

クラスタにノードを追加する準備
既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加する前に、新しいノードで次の準備手順を完了
します。
新しいノードを準備するには

1

新しいノード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。
# ./installsfcfsha -precheck

Web ベースのインストーラを事前チェックに使うこともできます。

2

SFCFSHA をインストールするために -install オプションを使って新しいシステム
で SFCFSHA をインストールします。メッセージを表示された場合 SFCFSHA を設定
しないでください。

3

インストールが完了した後、新しいノードを再起動できます。既存のクラスタノードの
設定を使って新しいノードを設定します。
p.24 の 「インストールと設定の方法について」 を参照してください。

クラスタへのノードの追加
次の方法のいずれかを使って、既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加できます。
SFCFSHA インストーラ

p.278 の 「SFCFSHA インストーラを使ったクラスタへのノード
の追加」 を参照してください。
p.282 の 「Web ベースの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。

手動

p.283 の 「手動によるクラスタへのノードの追加」 を参照してく
ださい。

メモ: ノードを追加する前に、ノードに SFCFSHA が設定されていないことを確認します。

SFCFSHA インストーラを使ったクラスタへのノードの追加
SFCFSHA インストーラで –addnode オプションを使ってノードを追加できます。
SFCFSHA インストーラは次のタスクを実行します。
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■

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

■

新しいノードに次のファイルをコピーします。
/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/vcsmmtab
/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/sysconfig/llt
/etc/sysconfig/gab
/etc/sysconfig/vxfen

■

既存クラスタの CPS サーバーがセキュアな場合、新しいノードでセキュリティクレデン
シャルを生成します

■

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。

■

VCS の設定で CVM、ClusterService、VxSS サービスグループに新しいノードを追
加する。
メモ: VCS に設定されている他のサービスグループでは、新しいノードの設定を手動
で更新してください。

■

SFCFSHA プロセスを起動し、新しいノードで CVM と CFS を設定する。

プロセスの終了後に、新しいノードが SFCFSHA クラスタに参加します。
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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。すでに新しいノードのエントリ
が CP サーバーにある場合は、ノードをクラスタに追加する前にこれらのエントリを削除し
てください。削除しないと、プロセスは失敗しエラーになる場合があります。
インストーラを使って既存の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 SFCFSHA インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfcfsha -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 SFCFSHA 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 one node of the SFCFSHA cluster to which
you would like to add one or more new nodes: galaxy

4

クラスタ情報を見直して確認します。

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。
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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: 新しいノード上のプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェー
スの名前がクラスタの既存のノードと同じである必要があります。新しいノードの LLT
設定が既存のクラスタと同じである必要があります。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on saturn: [b,q,?] eth1
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on saturn: [b,q,?] eth2

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。

7

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。

8

情報を確認します。

9

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: eth3
SFCFSHA is configured on the cluster. Do you want to
configure it on the new node(s)? [y,n,q] (y) n

10 新しいノードに共有ボリュームをマウントするオプションがインストーラに表示されま
す。マウントするには y を選択します。
完了すると、インストーラによってボリュームがマウントされたことが確認され、実行さ
れた処理の詳細が含まれるログファイルの場所が表示されます。
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11 既存のクラスタがセキュアモードでサーバーベースのフェンシングを使っている場
合、インストーラにより、新しいノード上にセキュアなコードでサーバーベースのフェ
ンシングが設定されます。
その後、すべての Veritas の必須プロセスが起動し、新しいノードがクラスタに参加
します。

12

lltstat -n と gabconfig -a コマンドを使って、新しいノードが SFCFSHA クラス

タに参加したことを確認してください。

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。
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手動によるクラスタへのノードの追加
クラスタにノードを手動で追加する予定がある場合にのみ、SFCFSHA をインストールした
後にこの手順を実行します。
クラスタにノードを手動で追加するには

1

Volume Manager を起動します。
p.283 の 「新しいノードでの Volume Manager の起動」 を参照してください。

2

LLT と GAB を設定します。
p.284 の 「新しいノードでの LLT と GAB の設定」 を参照してください。

3

既存クラスタの CPS サーバーがセキュアである場合は、新しいノードのセキュリティ
のクレデンシャルを生成してください。
p.286 の 「セキュアモードで動作するノードの設定」 を参照してください。

4

既存クラスタのフェンシング設定と一致するように、新しいノードのフェンシングを設
定します。
サーバーベースの I/O フェンシングを使うように既存のクラスタが設定されている場
合は、新しいノードにサーバーベースの I/O フェンシングを設定します。
p.289 の 「新しいノードでのフェンシングの起動」 を参照してください。

5

VCS を起動します。
p.290 の 「新しいノードで VCS を起動するには」 を参照してください。

6

CVM と CFS を設定します。
p.290 の 「新しいノードへの CVM と CFS の設定」 を参照してください。

7

ClusterService グループが既存のクラスタに設定されたら、そのグループにノード
を追加します。
p.291 の 「新しいノードへのClusterService グループの設定」 を参照してください。

新しいノードでの Volume Manager の起動
Volume Manager ではアクセスを制御するためにライセンスキーが使われます。
vxinstall ユーティリティの実行中に、n と入力するとライセンスに関するメッセージが表
示されます。installsfcfsha プログラムを実行した際に、適切なライセンスがインストー
ルされています。
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新しいノードで Volume Manager を起動するには

1

新しいノードで Veritas Volume Manager を起動するには、vxinstall ユーティリ
ティを使います。
# vxinstall

2

システム全体のディスクグループを設定するように求めるメッセージが表示されたら、
n と入力します。
インストールが完了します。

3

VxVM デーモンが起動されていることを確認します。次のコマンドを入力します。
# vxdisk list

出力に共有ディスクが表示され、エラーがないことを確認します。

新しいノードでの LLT と GAB の設定
次の手順を実行して新しいノードで LLT と GAB を設定します。
新しいノードで LLT と GAB を設定するには

1

Red Hat Linux の場合は、新しいシステムで /etc/sysctl.conf ファイルを修正して、
アプリケーションで必要な共有メモリと他のパラメータを設定します。詳しくは、アプリ
ケーションのマニュアルを参照してください。共有メモリのパラメータの値は、システ
ムを再起動すると有効になります。
SUSE Linux には適用しないでください。

2

既存のノードで、/etc/llthosts ファイルを編集します。vi などのテキストエディタを
使って、ファイルに新しいノードの行を追加します。ファイルは次のようになります。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

3

/etc/llthosts ファイルを既存システムの 1 つから、新しいシステムにコピーしま

す。/etc/llthosts ファイルはクラスタにあるすべてのノードで同じである必要があ
ります。
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4

新しいシステムに /etc/llttab ファイルを作成します。例:
set-node saturn
set-cluster 101
link eth1 eth-[MACID for eth1] - ether - link eth2 eth-[MACID for eth2] - ether - -

ノードを参照する最初の行を除いて、このファイルは既存のノード上にある /etc/llttab
ファイルと同じ内容になります。2 行目のクラスタ ID は、既存のノードと同じにする必
要があります。

5

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/gabtab ファイルを作成し
ます。このファイルには、次の例のような行を含める必要があります。
/sbin/gabconfig -c -nN

N は、新しいノードを含むクラスタ内のシステム数です。クラスタ内に 3 つのシステム
が存在する場合は、N が 3 になります。

6

既存の各システムで /etc/gabtab ファイルを編集して、新しいシステムのファイルと
内容が一致するように変更します。

7

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/VRTSvcs/conf/sysname
ファイルを作成します。このファイルにはクラスタに追加される新しいノードの名前が
含まれている必要があります。
次に例を示します。
saturn

8

新しいノードに汎用一意識別子ファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid を作成しま
す。
# uuidconfig.pl -rsh -clus -copy ¥
-from_sys galaxy -to_sys saturn

9

新しいノードで LLT、GAB、ODM ドライバを起動します。
# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start
# /etc/init.d/odm restart
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10 新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a と d であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen df204 membership 012
Port d gen df207 membership 012

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。
以下のコマンド例では、表 19-1 に示す次の情報を使います。
表 19-1

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

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
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8
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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

新しいノードでのフェンシングの起動
新しいノードでフェンシングを起動するには、次の手順を実行します。
新しいノードでフェンシングを起動するには

1

1 つ以上のノードでディスクベースのフェンシングを使っている場合は、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/sysconfig/vxfen
/etc/vxfendg
/etc/vxfenmode

既存のクラスタで純粋な CP サーバーベースのフェンシングを使っている場合
は、/etc/vxfenmode ファイルのみを新しいノードにコピーする必要があります。

2

新しいノードでフェンシングを起動します。

3

新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、b、d であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port b gen
df20d membership 012
Port d gen
df20a membership 012

新しいノードの追加後
新しいノードで VCS を起動します。
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新しいノードで VCS を起動するには

1

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

VCS によって、CVM グループおよび CFS グループがオンラインになります。

2

CVM グループと CFS グループがオンラインになっていることを確認します。
# hagrp -state

新しいノードへの CVM と CFS の設定
新しいノードに CVM と CFS を設定するためには、既存のクラスタの設定を修正します。
新しいノードに CVM と CFS を設定するには

1

以前の手順でバックアップを作成していない場合は、既存のノードに main.cf ファ
イルのバックアップを作成します。次に例を示します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.2node

2

既存のクラスタのノードの 1 つで、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

3

まだ追加されていない場合、VCS の設定に新しいノードを追加します。
# hasys -add saturn

4

既存のクラスタが新しいノードを認識できるようにするには、既存のいずれかのノー
ドで次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify cvm SystemList -add saturn 2
# hagrp -modify cvm AutoStartList -add saturn
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -add saturn 2
# haconf -dump -makero
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap

5

既存のクラスタの残りのノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
# /etc/vx/bin/vxclustadm nidmap
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6

いずれかの既存のクラスタノードから新しいノードに設定ファイルをコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf

7

/etc/vx/tunefstab ファイルは、ローカルマウントされたファイルシステムとクラス

タマウントされたファイルシステムに、デフォルト以外のチューニングパラメータを設
定します。
既存のクラスタノードのいずれかでクラスタマウントされたファイルシステムをチュー
ニングするために、/etc/vx/tunefstab ファイルを設定した場合、新しいノードを
使用して同じチューニングパラメータの一部またはすべてを採用すると便利です。
一部、またはすべてのチューニングパメータを採用するには、ファイルの内容を確認
し、ファイルか使用したい部分のいずれかを、新しいクラスタノードの
/etc/vx/tunefstab ファイルにコピーします。

新しいノードへのClusterService グループの設定
既存のクラスタで ClusterService グループが設定されている場合は、既存のクラスタの
ノードのいずれかで次の手順を実行して、グループにノードを追加します。
新しいノードに ClusterService グループを設定するには

1

既存のノード（galaxy など）で、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

既存の ClusterService グループにノード saturn を追加します。
# hagrp -modify ClusterService SystemList -add saturn 2
# hagrp -modify ClusterService AutoStartList -add saturn

3

新しいノードの既存のグループで IP アドレスと NIC リソースを修正します。
# hares -modify gcoip Device eth0 -sys saturn
# hares -modify gconic Device eth0 -sys saturn

4

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
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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 SFCFSHA 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

SFCFSHA 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

ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
設定で Database Storage Checkpoints、Database FlashSnap、SmartTier for Oracle
を使っている場合は、クラスタに追加した後に SFDB リポジトリを更新して新しいノードの
アクセスを有効にします。
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ノードを追加した後に SFDB リポジトリを更新するには

1

クラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに /var/vx/vxdba/rep_loc ファイ
ルをコピーします。

2

既存のクラスタノードに /var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイルが
ある場合は、そのファイルを新しいノードにコピーします。
既存のクラスタノードのどのノードにも
/var/vx/vxdba/auth/user-authorizations ファイルがない場合は、必要な操

作はありません。
これで SFDB リポジトリへの新しいノードの追加が完了します。
SFDB ツールの使用方法については、『Veritas Storage Foundation: Storage and
Availability Management for Oracle Databases』のマニュアルを参照してください。

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例
このファイル例は、ノードをクラスタに追加したときに起きる設定変更を理解するための参
照情報として使うことができます。
次に、ノード saturn を追加する前の既存の設定例を示します。
■

既存のクラスタ rac_cluster101 は、galaxy と nebula の 2 つのノードで構成され、
単一のデータベースをホスティングしています。

■

Oracle データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは Oracle の VCS エージェントによって管理されています。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

■

Oracle Clusterware には、プライベート IP アドレスが 1 つのみ設定されます。高可
用性のためにプライベート IP アドレスが PrivNIC エージェントによって管理されてい
ます。

■

OCR（Oracle Cluster Registry）と投票ディスクは CFS に格納されています。

次の設定ファイルの例では、ノード「saturn」をクラスタに追加した後に設定内に起きる変
更を太字で示しています。

include
include
include
include
include

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"OracleTypes.cf"
"PrivNIC.cf"

cluster rac_cluster101 (

第 19 章 クラスタへのノードの追加
ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例

UserNames = { admin = bopHo}
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)

system galaxy (
)
system nebula (
)
system saturn (
)

メモ: 次の oradb1_grp グループに saturn ノードが追加されました。
group oradb1_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)

メモ: 次の Oracle リソースに saturn ノードの情報が追加されました。
Oracle ora1 (
Critical = 0
Sid @galaxy = vrts1
Sid @nebula = vrts2
Sid @saturn = vrts3
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = "SRVCTLSTART"
ShutDownOpt = "SRVCTLSTOP"
)
CFSMount oradata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol"
)
CVMVolDg oradata_voldg (
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Critical = 0
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMVolume = { oradatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
ora1 requires oradata_mnt
oradata_mnt requires oradata_voldg

メモ: 次の CVM リソースと CVMCluster リソースに saturn ノードの情報が追加されまし
た。

group cvm (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy, nebula, saturn }
)
Application cssd (
Critical = 0
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-online"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-offline"
CleanProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-clean"
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/rac/bin/cssd-monitor"
OnlineRetryLimit = 20
)
CFSMount ocrvote_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/ocrvote"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/ocrvotedg/ocrvotevol"
MountOpt= "mincache=direct"
)
CVMVolDg ocrvote_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = ocrvotedg
CVMVolume = { ocrvotevol }
CVMActivation = sw
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)

CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1, saturn =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

メモ: 次の PrivNIC リソースに saturn ノードの情報が追加されました。
PrivNIC ora_priv (
Critical = 0
Device@galaxy = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Device@nebula = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Device@saturn = { eth1 = 0, eth2 = 1}
Address@galaxy = "192.168.12.1"
Address@nebula = "192.168.12.2"
Address@saturn = "192.168.12.5"
NetMask = "255.255.255.0"
)

cssd requires ocrvote_mnt
cssd requires ora_priv
ocrvote_mnt requires ocrvote_voldg
ocrvote_mnt requires vxfsckd
ocrvote_voldg requires cvm_clus
vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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20
Storage Foundation Cluster
File System クラスタからの
ノードの削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタからのノードの削除について

■

クラスタからのノードの削除

■

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更

■

CP サーバーからのノード設定の削除

■

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

■

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新

■

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル

クラスタからのノードの削除について
SFCFSHA クラスタから 1つ以上のノードを削除できます。
クラスタからノードを削除するには、次の作業を実行する必要があります。
■

VCS 下で設定されていないファイルシステムまたはクラスタファイルシステムのマウン
トポイントを使うアプリケーションを停止する。

■

削除するノード上の VCS を停止する。

■

VCS 下で設定されていないファイルシステムまたはクラスタファイルシステムのファイ
ルシステムのマウントを解除する。
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■

ノードから SFCFSHA をアンインストールする。

■

既存のノードで VCS 設定ファイルを変更する。

■

CP サーバーからノード設定を削除する（設定されている場合）。

■

ノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する（セキュアクラスタに含まれている
場合）。

■

SFDB リポジトリを更新する（SFDB ツールを使っている場合）。

Veritas 製品インストーラではノードの削除はサポートされていません。手動でノードを削
除する必要があります。手順例では、3 つのノードで構成されるクラスタからノードを削除
する方法について説明しています。

クラスタからのノードの削除
クラスタからノードを削除するには、次の手順を実行します。この手順は、クラスタ内の残
りのいずれかのノードまたはリモートホストから実行できます。
クラスタからノードを削除するには

1

削除するノードで（VCS 制御下の場合）アプリケーションサービスグループをオフラ
インにします。
# hagrp -offline app_group -sys saturn

2

VxFS/CFS のマウントポイントを使い、VCS の下に設定されていないアプリケーショ
ンを停止します。アプリケーションを停止するには、ネーティブのアプリケーションコ
マンドを使います。

3

ノード上で VCS を停止します。
# hastop -local

4

VCS の下に設定されていない VxFS/CFS のファイルシステムをマウント解除します。
# umount mount_point
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5

SFCFSHA のインストーラを使ってノードから SFCFSHA をアンインストールします。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallsfcfsha saturn

インストーラはすべての SFCFSHA プロセスを停止し、SFCFSHA パッケージをアン
インストールします。

6

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの VCS 設定ファイルを
変更します。
p.301 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更」 を参照してください。

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更
削除されたノードへの参照を削除するために、クラスタの残りのノードの設定ファイルを変
更します。
プロセスには次のものがあります。
■

「/etc/llthosts ファイルの編集」

■

「/etc/gabtab ファイルの編集」

■

「ノードの削除に伴う VCS 設定の変更」

main.cf の例について:
p.305 の 「クラスタからノードを削除するための設定例ファイル」 を参照してください。

/etc/llthosts ファイルの編集
既存の各ノードで、削除されたノードへの参照を含んでいる行を削除するために
/etc/llthosts ファイルの編集を行います。
たとえば、saturn がクラスタから削除されるノードである場合、ファイルから「2 saturn」の
行を削除します。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

次のように変更します。
0 galaxy
1 nebula
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/etc/gabtab ファイルの編集
ノードを削除した後のシステムの数を反映するように、/etc/gabtab ファイルで次のコマ
ンドを変更します。
/sbin/gabconfig -c -nN

N はクラスタの残りのノード数です。
たとえば、2 つのノードが残っている場合は、次のようになります。
/sbin/gabconfig -c -n2

ノードの削除に伴う VCS 設定の変更
削除されたノードへの参照をすべて削除するために、VCS の設定ファイル main.cf を変
更します。
次のいずれかの方法で、設定を変更します。
■ /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを編集する

この方法は、アプリケーションのダウンタイムを必要とします。
■

コマンドラインインターフェースを使う
この方法は、残りのすべてのノードでアプリケーションをオンラインのままにできます。

次の手順は、コマンドラインインターフェースを使い、削除されたノードへの参照を削除す
るようにサンプルの VCS 設定を変更します。クラスタの既存のノードの 1 つから、手順を
実行します。手順では、残りのノードでアプリケーションをオンラインにしたまま、VCS の
設定を変更できます。
CLI を使って VCS の設定を変更するには

1

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.cf.3node.bak

2

クラスタ設定を読み書き両用モードに変更します。
# haconf -makerw

3

残りのノードを希望する順序で指定して、サービスグループの AutoStartList 属性
からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm AutoStartList galaxy nebula
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4

サービスグループの SystemList 属性からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm SystemList -delete saturn

5

サービスグループの CVMNodeId 属性からノードを削除します。
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -delete saturn

6

それらの設定で削除されたノードがある他のサービスグループ（データベースのサー
ビスグループや ClusterService グループなど）がある場合、それぞれに対して手順
4 と手順 5 を実行します。

7

すべての CFS マウントリソースの NodeList 属性から削除されたノードを削除します。
# hares -modify CFSMount NodeList -delete saturn

8

クラスタ上に存在する他のサービスグループのシステムリストから削除されたノードを
削除します。たとえば、ノード saturn を削除するには、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify appgrp SystemList -delete saturn

9

クラスタシステムリストから削除されたノードを削除します。
# hasys -delete saturn

10 ディスクに新しい設定を保存します。
# haconf -dump -makero

11 VCS の設定からノードが削除されていることを検証します。
# grep -i saturn /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

ノードが削除されていない場合、この手順に記述されているように VCS のコマンドを
使ってノードを削除します。

CP サーバーからのノード設定の削除
SFCFSHA 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイ
ド』を参照してください。
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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。

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/
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ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
クラスタからノードを削除した場合は、SFDB リポジトリを更新する手順を実行する必要は
ありません。
クラスタにノードを追加した後の SFDB リポジトリの更新について詳しくは、以下を参照し
てください。
p.293 の 「ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの更新」
を参照してください。
製品を削除した後の SFDB リポジトリの削除について詳しくは、以下を参照してください。
p.367 の 「製品削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの削除」
を参照してください。

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル
このファイル例は、クラスタからノードを削除するときに必要な設定変更を理解するための
参照情報として使うことができます。
次に、ノード system3 を削除する前の既存の設定例を示します。
■

既存のクラスタ cluster1 は 3 つのノード（system1、system2、system3）で構成され、
単一のデータベースをホスティングしています。

■

データベースは CFS に格納されています。

■

データベースは VCS データベースエージェントによって管理されます。
データベースの起動、停止、監視はエージェントによって行われます。

メモ: 次のサンプルファイルでは、ノード system3 がクラスタから削除されるときに削除さ
れる設定情報を太字で示しています。
include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
cluster cluster1 (
UserNames = { admin = bopHo}
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
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cluster cluster1 (
UserNames = { admin = bopHo}
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system system1 (
)
system system2 (
)
system system3 (
)

メモ: 次のグループ app_grp から、ノード system3 が削除される必要があります。
group app_grp (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1, system3 = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2, system3 }
)

メモ: 次のアプリケーションリソースから、ノード system3 の情報が削除される必要があり
ます。
App app1 (
Critical = 0
Sid @system1 = vrts1
Sid @system2 = vrts2
Sid @system3 = vrts3
)
CFSMount appdata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/appdatadg/appdatavol"
)
CVMVolDg appdata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = appdatadg
CVMVolume = { appdatavol }
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CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
app1 requires appdata_mnt
appdata_mnt requires appdata_voldg

メモ: 次の CVM と CVMCluster リソースから、ノード system3 の情報が削除される必要
があります。

group cvm (
SystemList = { system1 = 0, system2 = 1, system3 = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system1, system2, system3 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = rac_cluster101
CVMNodeId = { system1 = 0, system2 = 1, system3 =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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7
レプリケートグローバルクラス
タの設定および構成

■

第21章 レプリケートグローバルクラスタの設定

■

第22章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
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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。
■

SFCFSHA 環境でのレプリケーション

■

SFCFSHA グローバルクラスタの必要条件

■

SFCFSHA 環境でのグローバルクラスタの設定について

■

プライマリサイトでのクラスタの設定

■

セカンダリサイトでのクラスタの設定

■

両方のサイトのクラスタでのレプリケーションの設定

■

グローバルクラスタ向けの ClusterService グループの変更

■

リモートクラスタとハートビートオブジェクトの定義

■

グローバルクラスタ用の VCS サービスグループの設定

SFCFSHA 環境でのレプリケーション
グローバル VCS サービスグループを設定して、レプリケーションテクノロジを使うことで、
プライマリ SFCFSHA クラスタをセカンダリ SFCFSHA クラスタのレプリケーション用に設定
できます。セカンダリサイトのアプリケーションクラスタは単一ノードクラスタにできます。た
とえば、プライマリサイトを 2 ノードクラスタ、セカンダリサイトを 2 ノードまたは単一ノードク
ラスタにできます。
次のいずれかのレプリケーションテクノロジを使えます。
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■

ホストベースのボリュームレプリケーションを行う Veritas Volume Replicator（VVR）。
VVR では、SFCFSHA の共有ディスクグループにデータボリュームをレプリケートでき
ます。

■

サポートされているハードウェアベースのレプリケーションテクノロジ。ハードウェアベー
スのレプリケーションを行うと、プライマリアレイからセカンダリアレイにデータをレプリ
ケートできます。

■

SFCFSHA と VVR を使って、ファイアドリルを実行し、設定のディザスタリカバリ機能
を確認できます。
『Veritas Storage Foundation for Oracle RAC 管理者ガイド』を参照してください。

SFCFSHA グローバルクラスタの必要条件
必要条件情報で、設定が SFCFSHA でサポートされていることを確認してください。
製品ライセンス情報について詳しくは、
p.49 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。
サポート対象のハードウェアとソフトウェアには、次の情報が用意されています。
■

p.35 の 「Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の
ハードウェア概要と必要条件」 を参照してください。

■

ハードウェアの互換性を確認するためには、シマンテック社のテクニカルサポートの
Web サイトの現在の互換性リストを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH170013

■

p.312 の 「SFCFSHA のサポート対象のレプリケーションテクノロジ」 を参照してくださ
い。

SFCFSHA のサポート対象のレプリケーションテクノロジ
SFCFSHA では、Veritas レプリケーションエージェントを通して、次のレプリケーションテ
クノロジをサポートしています。
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表 21-1

SFCFSHA グローバルクラスタのサポート対象のレプリケーションオプ
ション

レプリケーション技術

サポート対象モード

サポート対象ソフトウェア

Veritas Volume
Replicator（VVR）

■

非同期レプリケーション ホストベースのレプリケーション

■

同期レプリケーション

EMC SRDF

■

非同期レプリケーション 全バージョンの Solutions Enabler

サポート対象エージェント:
SRDF

■

同期レプリケーション

Hitachi True Copy

■

非同期レプリケーション 全バージョンの日立 CCI

サポート対象エージェント:
HTC

■

同期レプリケーション

IBM Metro Mirror

同期レプリケーション

技術を支えるエージェント
■

RVGShared

■

RVGSharedPri

■

RVGLogOwner

サポート対象エージェント:
MetroMirror

全バージョンの IBM DSCLI
MetroMirror エージェントは DS6000
と DS8000 アレイ用にサポートされます

IBM SVC

■

非同期レプリケーション SVC への SSH のアクセス

SVC CopyServices

■

同期レプリケーション

EMC Mirror View

■

非同期レプリケーション 全バージョンの NaviCLI

サポート対象エージェント:
MirrorView

■

同期レプリケーション:
個々の LUN のみレプリ
ケート可能

メモ: サポート対象のソフトウェアのバージョンについては、ベンダーの互換性リストを確
認してください。上記リストのサポートは、ベンダー提供のハードウェア互換性リストにホス
ト、HBA、アレイが揃っている場合にのみ有効です。アレイのマニュアルを確認してくださ
い。

メモ: すべてのアレイは、SFCFSHA 用に SCSI-3 Persistent Reservation をサポートし
ている必要があります。
SFCFSHA を実行するグローバルクラスタでは、上記の表に記載の Veritas レプリケー
ションエージェントを使うことができます。Veritas レプリケーションエージェントにより、ユー
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ザーのレプリケーション設定でのアプリケーションのフェールオーバーとリカバリがサポー
トされます。このエージェントは、クラスタ間でデータがレプリケートされる環境に対してこ
の機能をサポートします。
VCS エージェントがレプリケーションの方向を制御します。エージェントはレプリケーショ
ンの進捗や状態は監視しません。レプリケーションエージェントは、SFCFSHA ノードに接
続している、レプリケートされたデバイスの状態を管理します。エージェントは、リソースが
オンライン状態にあるシステムが設定済みのデバイスに安全にしかも排他的にアクセスで
きるようにします。
この情報はこの文書がリリースされる時点のものです。レプリケーションエージェントの現
時点での情報について詳しくは、次のマニュアルを参照してください。
■

Veritas Cluster Server Agent for EMC SRDF Installation and Configuration
Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for Hitachi TrueCopy Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM Metro Mirror Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for IBM SVC Installation and Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for EMC MirrorView Installation and
Configuration Guide

■

Veritas Cluster Server Agent for Oracle Data Guard Installation and
Configuration Guide

■

レプリケーションエージェントの最新の更新またはソフトウェア情報については、次の
URL のテクニカルサポート TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH46455

SFCFSHA 環境でのグローバルクラスタの設定について
アプリケーションのグローバルクラスタの設定には、多数のコンポーネント設定タスク間で、
調整が必要になります。このマニュアルでは、ガイドラインとしての手順を説明します。
グローバルクラスタの設定には次のタスクが必要です。
■

プライマリサイトで SFCFSHA クラスタを設定する

■

セカンダリサイトで SFCFSHA クラスタを設定する

■

両方のサイトでクラスタのレプリケーションを設定する

■

レプリケーション用の VCS サービスグループを設定する

■

HA/DR 設定をテストする
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■

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替える

ご使用の設定の詳細は以下の手順例のと異なる場合があるため、特定の開始ポイント、
環境、および設定に応じて一部の SFCFSHA HA/DR 設定タスクを調整する必要があり
ます。プライマリクラスタとセカンダリクラスタのインストール条件およびサンプルクラスタの
設定ファイルを確認してください。
必要条件については、
グローバルクラスタで AT を設定する手順について:
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

プライマリサイトでのクラスタの設定
プライマリサイトには既存の SFCFSHA クラスタを使うか、または新規 SFCFSHA クラスタ
をインストールして使うことができます。
計画情報については、次を参照してください。
p.23 の 「SFCFSHA のインストールの計画について」 を参照してください。
既存のクラスタをプライマリとして使っていて、グローバルクラスタを設定する場合は、次
の手順をスキップして、セカンダリクラスタの設定に進みます。
p.317 の 「セカンダリサイトでのクラスタの設定」 を参照してください。
メモ: グローバルクラスタに対応した GCO ライセンスが必要です。レプリケーションに VVR
を使う場合は、VVR ライセンスを有効にする必要があります。
既存のクラスタがなく、SFCFSHA グローバルクラスタ用の 2 つの新しいサイトを設定する
場合は、次の手順に従います。
プライマリサイトでクラスタとデータベースを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

ハードウェアベースのレプリケーションを使う場合、アレイを管理するためのソフトウェ
アをインストールします。

3

キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、正しいイン
ストールオプションが有効であることを検証します。グローバルクラスタには有効化さ
れた GCO オプションが必要です。レプリケーションに VVR を使う場合は、それを有
効にする必要があります。
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4

SFCFSHA をインストールして設定します。
準備については
p.34 の 「Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の
前提条件」 を参照してください。
インストールについては
p.63 の 「Web ベースのインストーラについて」 を参照してください。
設定については
マルチノードクラスタに、I/O フェンシングを設定します。

5

プライマリクラスタのすべてのノードで CVM グループがオンライン状態にあることを
次のように確認します。
# hagrp -state cvm

6

グローバルクラスタ用に、システムとストレージを準備します。データベースソフトウェ
アをインストールする前に、ハードウェアとストレージの必要条件を確認します。
次の設定が必要です。

7

■

データベースソフトウェアのローカルストレージ

■

ハードウェアベースかホストベースのレプリケーションの一部としてレプリケートさ
れないリソースの共有ストレージ

■

データベースファイル用のレプリケートストレージ

データベースのバイナリをインストールし、設定します。データベースのマニュアルを
参照してください。
メモ: レプリケートされないリソースは、レプリケートされていない共有ストレージに存
在する必要があります。
データベースのインストールと設定が成功したら、データベースのリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。

8

レプリケート対象のディスクを特定し、必要な CVM ディスクグループ、ボリューム、
ファイルシステムを作成します。

9

以前の手順で作成したファイルシステムにデータベースを作成します。

10 このデータベースに VCS サービスグループを設定します。
11 すべての VCS サービスグループがオンラインであることを確認します。
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セカンダリサイトでのクラスタの設定
セカンダリサイトの設定必要条件は、プライマリサイトの必要条件に多少の追加を加えた
ものです。追加部分を次に示します。
グローバルクラスタの重要な必要条件
■

プライマリサイトとセカンダリサイトのクラスタ名は一意である必要があります。

■

プライマリクラスタとセカンダリクラスタの両方で、同じ OS ユーザーとグループ ID を
データベースのインストールと設定用に使用する必要があります。

セカンダリサイトでのクラスタの設定
セカンダリサイトでクラスタを設定するには

1

サーバーとストレージをインストールし、設定します。

2

ハードウェアベースのレプリケーションを使う場合、アレイを管理するためのソフトウェ
アをインストールします。

3

キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、正しいイン
ストールオプションが有効であることを検証します。グローバルクラスタには GCO オ
プションが必要です。レプリケーションに VVR を使う場合は、それを有効にする必
要があります。

4

SFCFSHA をインストールして設定します。
準備については
p.34 の 「Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の
前提条件」 を参照してください。
インストールについては
p.63 の 「Web ベースのインストーラについて」 を参照してください。
設定については
マルチノードクラスタに、I/O フェンシングを設定します。

5

シングルノードクラスタでは、I/O フェンシングを有効にしないでください。フェンシン
グは無効なモードで実行されます。

6

グローバルクラスタ用に、システムとストレージを準備します。データベースソフトウェ
アをインストールする前に、ハードウェアとストレージの必要条件を確認します。
次の設定が必要です。
■

データベースソフトウェアのローカルストレージ

■

レプリケートされていないリソースの共有ストレージ
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■

7

データベースファイル用のレプリケートストレージ

データベースのバイナリをインストールし、設定します。データベースのマニュアルを
参照してください。
メモ: レプリケートされないリソースは、レプリケートされていない共有ストレージに存
在する必要があります。
データベースのインストールと設定が成功したら、データベースのリソースがすべて
のノードで動作していることを確認します。

セカンダリサイトでのデータベースの設定
セカンダリサイトでデータベースを設定するには

1

データベースを作成しないでください。データベースはプライマリサイトからレプリケー
トされます。
■

ハードウェアベースのレプリケーションを行っている場合は、データベース、ディ
スクグループ、およびボリュームはプライマリサイトからレプリケートされます。
データベースのデータと制御ファイルのホストになる、CFS のマウントポイント用
ディレクトリを作成します。

■

レプリケーションに VVR を使用している場合は、レプリケートされた内容と同一
のディスクグループおよびボリュームを、プライマリサイトに示されているのと同一
の名前およびサイズで作成します。
CFS マウントポイントのディレクトリを、プライマリサイトのディレクトリとして作成し
ます。これらのディレクトリは、フェールオーバー発生時にセカンダリサイトがプラ
イマリサイトになると、データベースと制御ファイルのホストになります。

2

プライマリの $ORACLE_HOME/dbs から init$ORACLE_SID.ora ファイルをセカン
ダリの $ORACLE_HOME/dbs にコピーします。

3

プライマリサイトで作成したように、データベースのサブディレクトリを作成します。

両方のサイトのクラスタでのレプリケーションの設定
データベースファイルのレプリケーションを設定する必要があります。レプリケーションを
設定したら、先に進む前に、テストして正しく機能していることを確認します。
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両方のサイトでレプリケーションを設定するには

1

両方のサイトで、プライマリサイトでデータベースが格納されているディスクを特定し、
セカンダリサイトで対応するディスクと関連付けます。
p.326 の 「プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定」 を参照してくださ
い。

2

サイト間のレプリケーションを開始します。
p.333 の 「データベースボリュームのレプリケーションの開始」 を参照してください。

グローバルクラスタ向けの ClusterService グループの
変更
データベース用の VCS サービスグループが各クラスタに設定されています。クラスタ間
での通信のため、各クラスタにはクラスタに関連する追加の仮想 IP アドレスが必要です。
通常、VCS のインストールと ClusterService グループの作成には、IP アドレスの指定が
必要です。
次の項目を設定して、グローバルクラスタを設定します。
■

ハートビート

■

ワイドエリアクラスタ（wac）

■

GCO IP（gcoip）

■

リモートクラスタリソース

グローバルクラスタについて詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。

ウィザードを使ったグローバルクラスタ設定の変更
グローバルクラスタウィザードでは、次のタスクを実行します。
■

グローバルクラスタ環境をサポートする現在の設定の機能を検証する

■

それぞれが異なる GAB メンバーシップを含むような別々のクラスタを有効にするコン
ポーネントを作成し、単一ユニットとして接続および動作するように設定する

■

ClusterService グループを作成する、または既存の ClusterService グループを更
新する

それぞれのクラスタでグローバルクラスタ設定ウィザードを実行します。クラスタの各ノード
にグローバルクラスタのライセンスが必要です。
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グローバルクラスタウィザードを使って、グローバルクラスタの ClusterService グループ
を変更するには

1

プライマリクラスタで、GCO 設定ウィザードを開始します。
# /opt/VRTSvcs/bin/gcoconfig

2

ローカルシステムの NIC デバイスが検出され、グローバルクラスタで使うデバイスの
入力を求めるメッセージが表示されます。デバイスの名前を指定し、Enter キーを押
します。

3

NIC リソースが設定されていない場合は、指定した NIC が全システムで使われるパ
ブリック NIC であるかどうかを確認するメッセージが表示されます。パブリック NIC の
場合は y を、そうでない場合は n を入力します。n を入力すると、すべてのシステム
にある NIC の名前を入力するよう求められます。

4

ローカルクラスタの仮想 IP アドレスを入力します。

5

IP リソースが設定されていない場合は、仮想 IP に関連付けられたネットマスクの入
力を要求されます。ウィザードがネットマスクを検出します。表示された値を確定する
か、または別の値を入力できます。
コマンドの実行が開始され、ClusterService グループが作成または更新されます。
様々なメッセージにより、これらのコマンドの状態が示されます。これらのコマンドを
実行した後、ウィザードはクラスタ内のいずれかのノードで、ClusterService のフェー
ルオーバーグループをオンライン化します。

リモートクラスタとハートビートオブジェクトの定義
グローバルクラスタを設定した後、リモートクラスタオブジェクトを追加して、セカンダリサイ
トのクラスタの IP アドレスを定義し、ハートビートオブジェクトを追加して、クラスタ間のハー
トビートを定義します。
ハートビートは、リモートクラスタの状態を監視します。VCS は、ハートビートリソースを両
方のクラスタで設定した後でのみ、リモートクラスタと通信できるようになります。
リモートクラスタとハートビートを定義するには

1

プライマリサイトで、設定への書き込みアクセスを有効にします。
# haconf -makerw
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2

プライマリサイトで、リモートクラスタと仮想 IP アドレスを定義します。
この例では、リモートクラスタが clus2 で、IP アドレスが 10.11.10.102 です。
# haclus -add clus2 10.11.10.102

3

プライマリクラスタの名前と IP アドレスを使い、セカンダリサイトの手順 1 と手順 2 を
完了します。
この例では、プライマリクラスタが clus1 で、IP アドレスが 10.10.10.101 です。
# haclus -add clus1 10.10.10.101

4

プライマリサイトで、クラスタのハートビートオブジェクトを追加します。この例でのハー
トビートの方法は、ICMP ping です。
# hahb -add Icmp

5

ハートビートリソースの次の属性を定義します。
■

ClusterList は、リモートクラスタを一覧表示します。

■

Arguments は、リモートクラスタ用の仮想 IP アドレスを定義します。

次に例を示します。
# hahb -modify Icmp ClusterList clus2
# hahb -modify Icmp Arguments 10.11.10.102 -clus clus2

6

設定を保存して、ローカルクラスタでアクセスを読み取り専用に変更します。
# haconf -dump -makero

7

プライマリサイトのクラスタを定義する適切な値とセカンダリサイトのリモートクラスタと
しての IP を使って、セカンダリクラスタで手順 4 から手順 6 までを終了します。

8

両方のシステムで hastatus -sum コマンドを使い、クラスタの状態を確認します。
# hastatus -sum
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9

haclus -list コマンドを実行することにより、グローバル設定を表示します。
# haclus -list
clus1
clus2

プライマリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster clus2 (
Cluster Address = "10.11.10.102"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { clus2 }
Arguments @clus2 = { "10.11.10.102" }
)
system galaxy (
)
.
.

セカンダリサイトの main.cf ファイルにハートビートを追加した例
.
.
remotecluster clus1 (
Cluster Address = "10.10.10.101"
)
heartbeat Icmp (
ClusterList = { clus1 }
Arguments @clus1 = { "10.10.10.101" }
)
system mercury (
)
.
.

ハートビートオブジェクトの必須属性とオプション属性の設定について詳しくは、
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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グローバルクラスタ用の VCS サービスグループの設定
グローバルクラスタ用の VCS サービスグループを設定するには

1

2

データベースとリソースにグローバルグループを設定し、有効にします。
■

両方のサイトで VCS サービスグループを設定します。

■

両方のサイトでレプリケーションエージェントを設定します。

■

次に例を示します。
p.337 の 「プライマリサイトにおける VCS 設定の変更」 を参照してください。

HA/DR が設定済みの環境で実データをテストするには、セカンダリサイトへのテス
ト目的の移行計画を作成します。
次に例を示します。
p.346 の 「プライマリサイトの役割のセカンダリサイトへの移行」 を参照してください。
p.347 の 「新しいプライマリサイトの役割の、もとのプライマリサイトへの移行」 を参照
してください。

3

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替えます。

VCS レプリケーションエージェントについて詳しくは、
『Veritas Cluster Server 付属エージェントガイド』を参照してください。
共有ディスク環境での VVR の使用について詳しくは、
『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions のレプリケーションの
管理者ガイド』を参照してください。
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22
VVR を使ったグローバルク
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。
■

VVR を使ったグローバルクラスタの設定について

■

プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定

■

セカンダリサイトで VVR を使用したレプリケーションの設定

■

データベースボリュームのレプリケーションの開始

■

VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーションのための VCS 設定

■

SFCFSHA グローバルクラスタでの VCS コマンドの使用

■

SFCFSHA グローバルクラスタでの VVR コマンドの使用

VVR を使ったグローバルクラスタの設定について
グローバルクラスタ用にクラスタを設定する前に、両方のクラスタに製品およびデータベー
スソフトウェアがインストールされ、設定されていることを確認します。
キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、正しいインストー
ルオプションが有効であることを検証します。グローバルクラスタに GCO オプションが必
要であり、VVR が使用可能である必要があります。
p.49 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。
SFCFSHA が稼動している 2 つのクラスタの設定が終了すると、VVR のあるグローバル
クラスタ環境を設定できます。グローバルクラスタ環境のレプリケーションをサポートする
ように、両方のクラスタ設定を修正する必要があります。
グローバルクラスタ用に SFCFSHA を設定するには次の作業が必要です。
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■

両方のクラスタをグローバルクラスタ環境の一部として設定する
p.314 の 「SFCFSHA 環境でのグローバルクラスタの設定について」 を参照してくださ
い。

■

両方のサイトでクラスタのレプリケーションを設定する
p.326 の 「プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定」 を参照してください。
p.329 の 「セカンダリサイトで VVR を使用したレプリケーションの設定」 を参照してくだ
さい。

■

データベースのレプリケーションを開始する
p.333 の 「データベースボリュームのレプリケーションの開始」 を参照してください。

■

両方のサイトでクラスタのレプリケーション用の VCS を設定する
p.336 の 「VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーションのための VCS 設
定」 を参照してください。

プライマリサイトで VVR を使うレプリケーションの設定
VVR を使ってグローバルクラスタ環境でレプリケーションを設定するには、次の作業が必
要です。
■

まだ行っていない場合は、プライマリサイトのストレージでデータボリューム、SRL、お
よび RVG を保持するディスクグループを作成します。次に例を示します。

■

データベースのディスクグループで SRL（Storage Replicator Log）を作成します。
p.326 の 「プライマリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成」 を参照してください。

■

プライマリサイトに RVG（Replicated Volume Group）を作成します。
p.327 の 「プライマリサイトの RVG の設定」 を参照してください。

■

セタンダリサイトでデータと SRL ボリュームを作成後、プライマリサイトで
/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集します。
p.330 の 「/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集」 を参照してください。

プライマリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成
データボリュームがない場合は、それを作成します。
■

セカンダリサイトのデータボリュームは、プライマリサイトのデータボリュームと同じ名前
にします。

■

データボリュームと SRL ボリュームは、同じディスクグループに含まれる必要がありま
す。

■

ハードウェアベースのミラー化を行わない場合は、データボリュームのミラー化を行い
ます。
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プライマリサイトでデータボリュームを作成するには
◆

アプリケーション データベース用に作成されたディスクグループで、データ用にプラ
イマリのデータボリュームと同じサイズのデータボリュームを作成します。この場合は、
プライマリサイトのボリューム rac_vol1 は 6.6 GB になります。
# vxassist -g oradatadg make rac_vol1 6600M nmirror=2 disk1 disk2

SRL を作成します。SRL は、RVG に属するボリュームです。RVG にもレプリケーション用
データボリュームがあります。
■

セカンダリサイトの SRL は、プライマリサイトの SRL と同じ名前にします。

■

可能であれば、SRL は他にボリュームがないディスクで作成します。

■

ハードウェアベースのミラー化を行わない場合は、SRL のミラー化を行います。

プライマリサイトで SRL ボリュームを作成するには

1

プライマリサイトで、設定と使用量に基づき、SRL ボリュームのサイズを決定します。
詳しくは、Veritas Volume Replicator 関連のマニュアルを参照してください。

2

次のコマンドを使って、ノードが CVM マスターとスレーブのどちらであるかを判断し
ます。
# vxdctl -c mode

3

CVM マスターノードで、次のコマンドを実行します。
# vxassist -g oradatadg make rac1_srl 6800M nmirror=2 disk4 disk5

メモ: この設定例では、disk4 と disk5 がすでに追加され、同じディスクグループの
一部であると想定します。この手順で使用し、SRL のミラー化と作成を行います。

4

SRL ボリュームがまだ開始されていない場合は、ディスクグループのすべてのボリュー
ムを開始することで SRL ボリュームを開始してください。
# vxvol -g oradatadg startall

プライマリサイトの RVG の設定
RVG（Replicated Volume Group）をプライマリサイトに作成する前に、ボリュームと CVM
グループがアクティブでオンラインになっていることを確認します。
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プライマリサイトのレプリケーションオブジェクトの状態を見直すには

1

グループに含めるボリュームがアクティブであることを確認します。

2

hagrp -state cvm コマンドの出力を確認して、CVM グループがオンラインである

ことを確認します。

3

各サイトで、vradmin が実行中であることを確認します。
#

ps -ef |grep vradmin
root

536594

598036

0 12:31:25

0

0:00 grep vradmin

vradmin が実行中でなければ起動します。
# vxstart_vvr
VxVM VVR INFO V-5-2-3935 Using following ports:
heartbeat: 4145
vradmind: 8199
vxrsyncd: 8989
data: Anonymous-Ports
To change, see vrport(1M) command
# ps -ef |grep vradmin
root 536782
1
0 12:32:47
- 0:00 /usr/sbin/vradmind
root 1048622 598036
0 12:32:55
0 0:00 grep vradmin
# netstat -an |grep 4145
tcp4
0
0 *.4145
*.*
LISTEN
udp4
0
0 *.4145
*.*

プライマリ RVG を作成するコマンドは、次のようになります。
vradmin -g disk_group createpri rvg_name data_volume srl_volume

各オプションの説明
■

disk_group は、データベースを含むディスクグループ名

■

rvg_name は、RVG 名

■

data_volume は、VVR がレプリケートするボリューム

■

srl_volume は、SRL のボリューム
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プライマリ RVG を作成するには

1

次のコマンドを入力して、どのノードが CVM マスターノードであるかを特定します。
# vxdctl -c mode

2

rac1_rvg RVG を作成するには、マスターノードで次のコマンドを実行します。
# vradmin -g oradatadg createpri rac1_rvg rac1_vol rac1_srl

このコマンドは、プライマリサイトに RVG を作成し、各データボリュームに Data Change
Map（DCM）を追加します。この場合、DCM はrac1_vol にあります。

セカンダリサイトで VVR を使用したレプリケーションの設
定
セカンダリサイトでレプリケーションを行うオブジェクトを作成するには、addsec オプション
を指定して vradmin コマンドを使います。セカンダリサイトでレプリケーションを設定する
には、次のタスクを実行します。
■

セタンダリサイトのストレージのデータボリューム、SRL、および RVG を保持するため
のディスクグループを作成します。これらのボリュームの名前とサイズは、プライマリサ
イトのボリュームの名前とサイズに一致する必要があります。
p.329 の 「セカンダリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成」 を参照してください。

■

セカンダリサイトで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集します。
p.330 の 「/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集」 を参照してください。

■

プライマリサイトとセカンダリサイトのホスト名としてネットワーク RLINK 接続を設定す
る解決可能な仮想 IP アドレスを使用します。
p.331 の 「各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの設定」 を参照してください。

■

セカンダリサイトでレプリケーションオブジェクトを作成します。
p.332 の 「セカンダリサイトでのレプリケーション用ディスクグループの設定」 を参照し
てください。

セカンダリサイトでのデータと SRL ボリュームの作成
データと SRL のボリュームを作成する場合は、次の点に留意してください。
■

ディスクグループを作成する前に、ボリュームのサイズと名前を、プライマリサイトの対
応するボリュームのサイズと名前に一致させる必要があります。

■

ディスクグループは、プライマリサイトでのディスクグループと同じサイズと名前にする
必要があります。
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■

ディスクグループ内の異なるディスクにデータと SRL のボリュームを作成します。vxdisk
-g diskgroup list コマンドを使い、ディスクグループのディスクを一覧表示しま
す。

■

ボリュームのミラー化を行います。

セカンダリサイトでデータと SRL のボリュームを作成するには

1

アプリケーション データベース用に作成されたディスクグループで、データ用にプラ
イマリのデータボリュームと同じサイズのデータボリュームを作成します。この場合は、
プライマリサイトのボリューム rac_vol1 は 6.6 GB になります。
# vxassist -g oradatadg make rac_vol1 6800M nmirror=2 disk1 disk2

2

プライマリサイトのボリュームと同じ名前とサイズを使って、SRL のボリュームを作成し
ます。データベースボリュームで使用しているディスクとは異なるが、データボリュー
ムを持つ同じディスクグループ上のディスクにボリュームを作成します。
# vxassist -g oradatadg make rac1_srl 1500M nmirror=2 disk4 disk6

/etc/vx/vras/.rdg ファイルの編集
セカンダリサイトの /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、VVR で、プライマリサイトからセ
カンダリサイトにディスクグループをレプリケートできるようにします。VVR は各ノードで、
ファイル /etc/vx/vras/.rdg を使い、プライマリサイトの RVG をセカンダリサイトの RVG
にレプリケートするための権限を確認します。セカンダリサイトの各ノードのファイルには、
プライマリディスクグループの ID が含まれている必要があります。同様に、それぞれのプ
ライマリシステムのファイルにはセカンダリディスクグループの ID が含まれている必要が
あります。
/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集するには

1

プライマリサイト内の 1 つのノードで、プライマリディスクグループの ID を表示しま
す。
# vxprint -l diskgroup
.....

2

セカンダリサイトの各クラスタノードで /etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、プライマ
リディスクグループの ID を 1 行に入力します。

3

プライマリクラスタの各クラスタノードで、/etc/vx/vras/.rdg ファイルを編集し、セカ
ンダリディスクグループの ID を 1 行に入力します。
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各クラスタの RLINK に対する IP アドレスの設定
vradmin コマンドでオブジェクトを作成するには、プライマリサイトとセカンダリサイトのホ
スト名としてネットワーク RLINK 接続を設定する解決可能な仮想 IP アドレスが必要です。
各クラスタの RLINK に対して IP アドレスを設定するには

1

次のコマンドを使って、ノードが CVM マスターとスレーブのどちらであるかを判断し
ます。
# vxdctl -c mode

CVM マスターノードの RLINK を設定する必要があります。

2

各クラスタで実行されている各 RVG について、クラスタのいずれかのノードで仮想
IP アドレスを設定します。これらの IP アドレスは、RLINK の一部です。
この例は、プライマリサイト上のクラスタの場合です。
■

パブリックネットワークインターフェースは eth0:1

■

仮想 IP アドレスは 10.10.9.101

■

ネットマスクは 255.255.255.0

■ # ifconfig eth0:1 inet 10.10.9.101 netmask 255.255.255.0 up

3

セカンダリサイトのインターフェース、IP アドレス、ネットマスクに適切な値を指定し
て、同じコマンドを使います。
この例は、セカンダリサイトの場合です。

4

■

パブリックネットワークインターフェースは eth0:1

■

仮想 IP アドレスは 10.11.9.102

■

ネットマスクは 255.255.255.0

ホスト名に対応する仮想 IP アドレスをプライマリサイトの仮想クラスタに、ホスト名を
セカンダリサイトの仮想クラスタに定義します。
プライマリとセカンダリサイトの両方にあるすべてのノード上の /etc/hosts ファイルを
更新します。
例では、次の設定の場合を仮定しています。

5

■

clus1 の IP アドレスは 10.10.9.101

■

clus2 の IP アドレスは 10.11.9.102

ping コマンドを使って、リンクが機能することを確認します。
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セカンダリサイトでのレプリケーション用ディスクグループの設定
vradmin コマンドを使って、プライマリサイトのマスターノードからセカンダリサイトのレプ

リケーションオブジェクトを作成します。
レプリケーション用セカンダリサイトのディスクグループを設定するには

1

プライマリサイトのクラスタから、次の形式でコマンドを実行します。
# vradmin -g dg_pri addsec rvg_pri pri_host sec_host

各オプションの説明
■

dg_pri は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ例:rac1_vol

■

rvg_pri はプライマリサイトの RVG。例:rac1_rvg

■

pri_host はプライマリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な仮
想ホスト名。
例: clus1_1

■

sec_host はセカンダリサイト上のクラスタの仮想 IP アドレスまたは解決可能な仮
想ホスト名。
例: clus2_1

たとえば、プライマリサイトのクラスタを RDS（Replicated Data Set）に追加するコマ
ンドは次のとおりです。

vradmin -g oradatadg addsec rac1_rvg ¥
clus1_1
clus2_1

セカンダリサイトで、上のコマンドは次のタスクを実行します。

2

■

プライマリサイトと同じ名前を使って、指定したディスクグループ内に RVG を作
成します。

■

プライマリサイトのデータと SRL ボリュームと同じ名前を持つデータと SRL ボリュー
ムを、指定した RVG と関連付けます。

■

Data Change Map（DCM）をデータボリュームに追加します。

■

プライマリサイトとセタンダリサイトのクラスタ RLINK をデフォルト名で作成します。

次のコマンドを実行して、RDS 内の RVG のリストを確認します。
# vradmin -g oradatadg -l printrvg

次に例を示します。
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Replicated Data Set: rac1_rvg
Primary:
HostName: 10.180.88.187 <localhost>
RvgName: rac1_rvg
DgName: rac1_vol
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
srl: rac1_srl
RLinks:
name=rlk_clus2_1_rac1_rvg, detached=on,
synchronous=off
Secondary:
HostName: 10.190.99.197
RvgName: rac1_rvg
DgName: oradatadg
datavol_cnt: 1
vset_cnt: 0
srl: rac1_srl
RLinks:
name=rlk_clus1_1_rac1_rvg, detached=on,
synchronous=off

メモ: レプリケーションが開始されると、detached フラグの値でステータスが ON から
OFF に変化します。

データベースボリュームのレプリケーションの開始
プライマリサイトとセカンダリサイトの両方でレプリケーションの設定を終えたら、プライマリ
サイトからセカンダリサイトへのレプリケーションを開始できます。
デフォルトのレプリケーション設定で開始します。
■

レプリケーションのモード: synchronous=off

■

遅延保護: latencyprot=off

■

SRL オーバーフロー保護: srlprot_autodcm

■

パケットサイズ: packet_size=8400

■

ネットワークプロトコル: protocol=UDP

初回の同期で使う方法
■

自動同期
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■

Storage Checkpoint による完全同期

これらの設定の修正に関するガイドラインと初回の同期で使うレプリケーション方法の選
択に関する情報については
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。

自動同期を使ったレプリケーションの開始
vradmin コマンドを実行すると、レプリケーションが開始され、ネットワークを通してプライ

マリサイトからセカンダリサイトへのデータ転送が開始されます。セカンダリサイトのクラス
タには、ホスト名が 1 つしかないので、コマンドに sec_host 引数は必要ありません。
自動同期を使ってレプリケーションを開始するには
◆

次のコマンドを使って、自動的にプライマリサイトからセカンダリサイトに RVG を同期
させます。
vradmin -g disk_group -a startrep pri_rvg sec_host

各オプションの説明
■

disk_group は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG の名前

■

sec_host はセカンダリサイトの仮想ホスト名

次に例を示します。
# vradmin -g oradatadg -a startrep rac1_rvg
clus2

Storage Checkpoint による完全同期を使ったレプリケーションの開始
vradmin コマンドに Storage Checkpoint オプションを指定して実行し、Storage

Checkpoint による完全同期を使ったレプリケーションを開始します。
Storage Checkpoint による完全同期を使ってレプリケーションを開始するには

1

プライマリサイトから、完全同期でセカンダリサイトの RVG を同期させます（-c
checkpoint オプションを使用）。
vradmin -g disk_group -full -c ckpt_name syncrvg pri_rvg sec_host

各オプションの説明
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■

disk_group は VVR がレプリケートするプライマリサイトのディスクグループ

■

ckpt_name はプライマリサイトの Storage Checkpoint の名前

■

pri_rvg はプライマリサイトの RVG の名前

■

sec_host はセカンダリサイトの仮想ホスト名

次に例を示します。
# vradmin -g oradatadg -c rac1_ckpt syncrvg rac1_rvg
clus2

2

完全同期後にレプリケーションを開始するには、次のコマンドを入力します。
# vradmin -g oradatadg -c rac1_ckpt startrep rac1_rvg
clus2

レプリケーション状態の確認
レプリケーションが適切に機能しているかを確認します。
レプリケーションの状態を確認するには

1

VVR レプリケーションの状態を確認します。
# vradmin -g disk_group_name repstatus rvg_name

2

その状況の flags 出力を確認します。出力は、connected および consistentの
ように表示されます。次に例を示します。
# vxprint -g oradatadg -l rlk_clus2_1_rac1_rvg
Rlink: rlk_clus2_1_rac1_rvg
info: timeout=500 packet_size=8400 rid=0.1078
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
state: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=autodcm
.
.
protocol: UDP/IP
checkpoint: rac1_ckpt
flags: write enabled attached consistent connected
asynchronous
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VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーション
のための VCS 設定
グローバルクラスタ用に両方のクラスタを設定し、レプリケーション用にアプリケーション
データベースを設定した後、VCS を設定して、データベースの高可用性を確保します。
特に、レプリケーションリソースを含むクラスタリソースを制御するために VCS エージェン
トを設定します。

レプリケーション用の VCS 設定の修正について
次のリソースは、レプリケーション用に設定または修正する必要があります。
■

ログ所有者グループ

■

RVG グループ

■

CVMVolDg リソース

■

RVGSharedPri リソース

■

アプリケーションデータベースサービスグループ

サービスグループの修正についての詳細例は、
サービスレプリケーションリソースについて詳しくは、
『Veriras Cluster Server Agents for Veritas Volume Replicator 設定ガイド』を参照
してください。

ログ所有者グループ
RVGLogowner リソースを含むログ所有者グループを作成します。RVGLogowner リソー
スは、次の項目から使用されます。
■

RVG 用の RLINK

■

RVGLogowner リソース。RVG およびそれに関連付けられたディスクグループは、
RVGLogowner リソースの属性として定義されます。

RVG ログ所有者サービスグループには、RVG を含むサービスグループとの
online-local-firm 依存関係があります。
VCS は次のエージェントを使って、次のリソースを制御します。
■

RVGLogowner エージェントを使って、RVGLogowner リソースを制御

■

RVGShared エージェントを使って、RVGShared リソースを制御
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RVG グループ
RVGShared リソースレプリケーションオブジェクトを含む RVG グループを作成します。
RVGShared リソースと CVMVolDg リソースを一緒に、パラレルサービスグループに定義
します。このグループは、すべてのクラスタノードで同時にオンラインになる場合があるた
め、並行と定義されます。

CVMVolDg リソース
この場合、CVMVolDg リソースには CVMVolume 属性に対して指定されたボリュームは
含まれません。ボリュームは RVG リソースに含まれています。RVG のすべてのボリュー
ムが RVGShared リソースの RVG 属性によって定義されているので、CVMVolDg リソー
スの CVMVolume 属性は空白になっています。RVG サービスグループには、CVM サー
ビスグループとの online-local-firm 依存関係があります。
CVMVolDg エージェントについて詳しくは、本マニュアルの
p.444 の 「 CVMVolDg エージェント」 を参照してください。

RVGSharedPri リソース
RVGSharedPri リソースを、既存のアプリケーションデータベースサービスグループに追
加します。CVMVolDg リソースを、既存のアプリケーションデータベースサービスグルー
プから削除する必要があります。

アプリケーションデータベースサービスグループ
既存のアプリケーションデータベースサービスグループは、アプリケーションデータベー
スリソース、CVMVolDg リソース、CFSMount リソースで構成されるパラレルグループで
す（データベースがクラスタファイルシステム内にある場合）。プライマリとセカンダリサイト
のクラスタを ClusterList グループ属性値として指定することで、アプリケーションサービ
スグループをグローバルグループとして定義します。

プライマリサイトにおける VCS 設定の変更
プライマリサイトにおける既存の VCS 設定の修正に必要な処理のうち、主なものは次の
通りです。
■

■

2 つのサービスグループを設定します。
■

RVGLogowner リソースを含むログ所有者グループ

■

RVGShared リソースレプリケーションオブジェクトを含む RVG グループ

ClusterList 属性と ClusterFailOverPolicy 属性を設定することで、RVGSharedPri
リソースを既存のアプリケーションデータベースサービスグループに追加し、このグ
ループをグローバルグループとして定義します。
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■

CVMVolDg リソースを既存の アプリケーション データベースサービスグループから
新しく作成した RVG グループに移動します。

プライマリサイトの VCS を修正するには

1

プライマリクラスタ上のノードの 1 つにログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero

3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

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。SFCFSHA イン
ストール後の設定ファイル例を確認します。
クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

異なるプラットフォームの RVGLogowner サービスグループの例を次に示します。
group rlogowner (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
AutoStartList = { galaxy,nebula }
)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.10.9.101"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device = eth0
NetworkType = ether
NetworkHosts = "10.10.8.1"
)
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RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

5

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例
group RVGgroup (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { galaxy,nebula }
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg

6

クラスタとノードに最適な値を使って、アプリケーションサービスグループを修正しま
す。
■

プライマリとセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として指定
することで、アプリケーションサービスグループをグローバルグループとして定義
します。次の例にある太字の属性を参照してください。

■

ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を追加します。値は Manual にすることを
お勧めします。例の太字の属性を参照してください。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に CVMVolDg リソースが含まれていた場合は、それを削除します。
このリソースが RVG サービスグループの一部になります。

■

RVG サービスグループ（online-local-firm）に依存するようにサービスグループ
を指定します。
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■

CVM サービスグループでデータベースサービスグループの既存の依存関係を
削除します。次の行を削除します。
requires group CVM online local firm

■

データベースの CFSMount とアプリケーションデータベースの CVMVoldg の間
の既存の依存関係を削除します。次の行を削除します。
oradata_mnt requires oradata_voldg

次に示すのは、レプリケーション用のアプリケーションデータベースサービスグルー
プの設定例です。
group database_grp (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
ClusterList = { clus1 = 0, clus2 = 1 }
Parallel = 1
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { galaxy,nebula }
OnlineRetryLimit = 3
TriggerResStateChange = 1
OnlineRetryInterval = 120
)
CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/rac1_vol"
)
Process vxfend (
PathName = "/sbin/vxfend"
Arguments = "-m sybase -k /tmp/vcmp_socket"
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri
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StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri
rac_db requires oradata_mnt

7

main.cf ファイルを保存して閉じます。

8

次のコマンドを使って、/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

9

VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を新しい設定で再起動します。
# hastart

セカンダリサイトにおける VCS 設定の変更
セカンダリサイトにおける既存の VCS 設定の修正のための処理のうち、主なものは次の
通りです。
■

ログ所有者と RVG サービスグループを追加します。

■

サービスグループを追加して、アプリケーションデータベースとサポートするリソースを
管理します。

■

セカンダリサイトのクラスタがプライマリクラスタと対になるように、オブジェクトとエージェ
ントのレプリケーションを定義します。

次の手順は、プライマリサイトと同様です。
セカンダリサイトの VCS を修正するには

1

セカンダリサイトのノードの 1 つに、root としてログインします。

2

次のコマンドを使って、既存の設定をディスクに保存し、変更中は設定を読み取り専
用にします。
# haconf -dump -makero
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3

次のコマンドを使って、main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

4

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。セカンダリサイト
で CVM グループを編集します。
SFCFSHA のインストール後の設定ファイル例を参照し、CVM 設定を確認します。
例では、セカンダリサイトにノード mercury と jupiter から成る clus2 があります。セ
カンダリサイトで CVM サービスグループを変更するには、プライマリサイトの CVM
グループをガイドとして使います。

5

クラスタとノードに最適な値を使って、フェールオーバーサービスグループを追加し
ます。次のリソースを含んでいます。
■

RVGLogowner リソース。グループがオンラインのノードは、ログ所有者（データ
のレプリケーションを目的としてセカンダリクラスタに接続されたノード）として機
能します。

■

IP リソース

■

NIC リソース

RVGLogowner サービスグループの例
group rlogowner (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
IP logowner_ip (
Device = eth0
Address = "10.11.9.102"
NetMask = "255.255.255.0"
)
NIC nic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.10.8.1" }
NetworkType = ether
)
RVGLogowner logowner (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)

第 22 章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
VVR を使ったデータベースボリュームのレプリケーションのための VCS 設定

requires group RVGgroup online local firm
logowner requires logowner_ip
logowner_ip requires nic

6

クラスタとノードに最適な値を使って、RVG サービスグループを追加します。
RVGgroup サービスグループの例を次に示します。
group RVGgroup (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
RVGShared racdata_rvg (
RVG = rac1_rvg
DiskGroup = oradatadg
)
CVMVolDg racdata_voldg (
CVMDiskGroup = oradatadg
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
racdata_rvg requires racdata_voldg

7

アプリケーションサービスグループを追加します。プライマリサイトのアプリケーション
サービスグループを、セカンダリサイトのアプリケーションサービスグループのモデル
として使います。
■

プライマリとセカンダリサイトのクラスタを ClusterList グループ属性値として指定
することで、アプリケーションサービスグループをグローバルグループとして定義
します。

■

このグローバルグループにプライマリサイトのグループと同じ名前を割り当てま
す。たとえば、database_grp. です。

■

ClusterList クラスタ属性と ClusterFailOverPolicy クラスタ属性を含めます。値
は Manual にすることをお勧めします。

■

RVGSharedPri リソースをグループの設定に追加します。

■

以前の設定に CVMVolDg リソースが含まれていた場合は、それを削除します。
このリソースが RVG サービスグループの一部になります。
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■

RVG サービスグループに依存する（online-local-firm）ようにサービスグループ
を指定します。

次に、セカンダリサイトのアプリケーショングループの例を示します。
group database_grp (
SystemList = { mercury = 0, jupiter = 1 }
ClusterList = { clus2 = 0, clus1 = 1 }
Parallel = 1
OnlineRetryInterval = 300
ClusterFailOverPolicy = Manual
Authority = 1
AutoStartList = { mercury, jupiter }
)
RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)

CFSMount oradata_mnt (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/racdb_vol"
Critical = 0
)

RVGSharedPri ora_vvr_shpri (
RvgResourceName = racdata_rvg
OnlineRetryLimit = 0
)
requires group RVGgroup online local firm
oradata_mnt requires ora_vvr_shpri

8

main.cf ファイルを保存して閉じます。

9

次のコマンドを使って、/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

第 22 章 VVR を使ったグローバルクラスタの設定
SFCFSHA グローバルクラスタでの VCS コマンドの使用

10 VCS を停止し、再起動します。
# hastop -all -force

ポート h がすべてのノードで停止するまで待機してから、すべてのプライマリノード
で VCS を新しい設定で再起動します。
# hastart

11 すべてのリソースが VCS によってオンライン状態になったことを確認します。1 つの
ノードで、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

アプリケーション、RVG および CVM の各グループは、プライマリサイトの両方のノー
ドでオンラインになりました。RVGLogOwner と ClusterService グループは、クラス
タの 1 つのノードでオンラインです。RVG グループまたは RVGLogOwner グルー
プのいずれかが部分的にオンラインになっている場合は、hagrp -online コマンド
を使って、手動でグループをオンラインにできます。セカンダリクラスタについても同
様にします。ただし、アプリケーショングループはオフラインにします。

12 サービスグループとそのリソースがオンラインであることを確認します。1 つのノード
で、次のコマンドを入力します。
# hagrp -display

アプリケーション サービスグループがセカンダリサイトでオフラインでも、
ClusterService、CVM、RVG log owner、RVG グループはオンラインです。
これで、レプリケーションの VVR を使った SFCFSHA のグローバルクラスタのセット
アップが完了します。実稼動の前にグローバルクラスタをテストすることをお勧めしま
す。

SFCFSHA グローバルクラスタでの VCS コマンドの使用
グローバルクラスタでの VCS 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。

SFCFSHA グローバルクラスタでの VVR コマンドの使用
レプリケーションに VVR を使うように 2 つの SFCFSHA クラスタを設定している場合、次
の管理機能を利用できます。
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■

リモートサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

セカンダリサイトによるプライマリサイトの役割のテイクオーバー

プライマリサイトの役割の移行とテイクオーバーについて
移行とは、あるクラスタからリモートクラスタに、プライマリレプリケーションホストの役割を計
画的に転送することです。この転送によって、リモートクラスタのアプリケーションは、レプ
リケートデータをアクティブに使うことができます。前のプライマリクラスタは、保守または他
のアクティビティを行えるようになります。
テイクオーバーは計画されていないイベント（災害など）が障害を引き起こすときに発生
し、それによって、レプリケートデータを使うアプリケーションが、リモートクラスタでオンラ
インになる必要があります。

プライマリサイトの役割のセカンダリサイトへの移行
VCS 内のレプリケーションオブジェクトを設定した後、VCS のコマンドを使って、リモートク
ラスタにプライマリサイトのクラスタの役割を移行できます。次の手順では、VCS はレプリ
ケートデータベースのサービスグループ database_grp をプライマリサイトでオフラインに
し、それをセカンダリサイトでオンラインにします。これにより、セカンダリサイトはプライマ
リサイトの役割を担うようになります。
メモ: hagrp -switch コマンドでは、クラスタ内、またはグローバルクラスタ環境のクラス
タ間でパラレルグループを移行できません。
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リモートサイトへプライマリサイトの役割を移行するには

1

プライマリサイトから、次のコマンドを使って、すべてのノードで Oracle サービスグ
ループをオフラインにします。
# hagrp -offline database_grp -any

VCS がプライマリサイトのすべての Oracle サービスグループをオフラインにするま
で待ちます。

2

プライマリとセカンダリ間の RLINK が最新であることを検証します。vxrlink -g コ
マンドに status オプションを指定して実行し、プライマリクラスタに RLINK を指定し
ます。プライマリクラスタの任意のノードからこのコマンドを実行できます。
例:
#

rlk_clus1_priv_rac1_rvg は RLINK です。

3

新しくプライマリサイトになったセカンダリサイトで、すべてのノードの Oracle サービ
スグループをオンラインにします。
# hagrp -online database_grp -any

新しいプライマリサイトの役割の、もとのプライマリサイトへの移行
セカンダリサイトにプライマリサイトの役割を移行した後、VCS のコマンドを使って、もとの
プライマリサイトに新しいプライマリサイトのクラスタの役割を移行できます。次の手順で
は、VCS はレプリケートデータベースサービスグループ database_grp を新しいプライマ
リサイト（以前のセカンダリ）でオフラインにし、それをもとのプライマリサイトでオンラインに
します。これにより、もとのプライマリサイトがプライマリサイトの役割を担うようになります。
メモ: hagrp -switch コマンドでは、クラスタ内、またはグローバルクラスタ環境のクラス
タ間でパラレルグループを移行できません。
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新しいプライマリサイトの役割をもとのプライマリサイトに移行するには

1

すべての CRS リソースがオンラインであることを確認し、グループ database_grp を
もとのプライマリサイトに切り替えます。
リモートサイト上で次のコマンドを実行します。
# hagrp -offline database_grp -any

2

プライマリとセカンダリ間の RLINK が最新であることを検証します。vxrlink -g コ
マンドに status オプションを指定して実行し、プライマリクラスタに RLINK を指定し
ます。現在のプライマリクラスタの任意のノードからこのコマンドを実行できます。
次に例を示します。
# vxrlink -g data_disk_group status rlk_clus1_priv_rac1_rvg

rlk_clus1_priv_rac1_rvg は RLINK です。

3

database_grp が新しいプライマリサイトでオフラインであることを確認します。次に、
database_grp をオンラインにするためにもとのプライマリサイトで次のコマンドを実
行します。
# hagrp -online database_grp -any

リモートクラスタによるプライマリの役割のテイクオーバー
テイクオーバーは、セカンダリサイトのリモートクラスタが、レプリケートデータを使うアプリ
ケーションを起動するときに発生します。この状況は、プライマリサイトが停止しているとセ
カンダリサイトが認識する場合や、プライマリサイトがアクセス不能（おそらく既知の理由
で）になるときに発生する可能性があります。プライマリの役割のテイクオーバーの概念に
ついて詳しくは、
『Veritas Volume Replicator 管理者ガイド』を参照してください。
セカンダリサイトでプライマリの役割をテイクオーバーできるようにする前に、セカンダリサ
イトの管理者はリモート（この場合、プライマリ）サイトでの障害のタイプを宣言し、haclus
コマンドのオプションの 1 つを使って障害のタイプを指定する必要があります。
テイクオーバーオプションは次のとおりです。
■

「災害（Disaster）」

■

「停電（Outage）」

■

「切断（Disconnect）」

■

「レプリカ（Replica）」
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災害（Disaster）
プライマリサイトのクラスタがアクセス不能で、停止しているように見えるとき、管理者は障
害のタイプを「災害（Disaster）」と宣言します。たとえば、火事はプライマリサイト、ボリュー
ム内のすべてのデータを含むデータセンターを破壊することがあります。この宣言後、管
理者はセカンダリサイトにあるサービスグループをオンラインにし、「プライマリ」サイトとし
て運用できます。

停電（Outage）
セカンダリサイトの管理者は、一時的な停電など、既知の理由のためにプライマリサイトが
アクセス不能になっている場合、「停電（Outage）」として障害を宣言できます。通常、管
理者はプライマリサイトがもとの状態に戻ることを期待します。
停電の宣言が出された後、RVGSharedPri エージェントは DCM のログ記録を有効にし、
セカンダリサイトがプライマリのレプリケーションロールを維持します。もとのプライマリサイ
トが稼動するようになってもとの状態に戻った後、データがもとのクラスタと再同期化され
るときに、DCM のログ記録によって高速フェールバック再同期が可能になります。
現在のプライマリサイトからもとのプライマリサイトに高速フェールバックオプションを使っ
てデータの再同期化を試みる前に、もとのプライマリサイトでもとのデータのスナップショッ
トを作るよう、十分注意してください。この処理では、再同期が完了する前に現在のプライ
マリサイトがエラーとなった場合に使用するように、もとのプライマリサイトの有効なデータ
複製を作成します。
p.350 の 「テイクオーバーと再同期の例」 を参照してください。
p.349 の 「レプリカ（Replica）」 を参照してください。

切断（Disconnect）
クラスタが両方とも正しく機能し、クラスタ間のハートビートリンクが送られてこないとき、ス
プリットブレイン状態が発生しています。この場合、管理者はこのエラーを「切断
（Disconnect）」と宣言できます。これは、セカンダリサイトでプライマリサイトのロールをテ
イクオーバーする試行は起きないことを意味します。この宣言は勧告にすぎず、サーバー
の停止ではなくネットワークの切断によりエラーが起きたことを示すメッセージを VCS ログ
に記録します。

レプリカ（Replica）
高速フェールバック方法を使って現在のプライマリサイトからもとのプライマリサイトにデー
タを再同期中に、現在のプライマリサイトがアクセス不能になるまれなケースでは、もとの
プライマリサイトの管理者は、高速フェールバック操作の開始前に取ったデータスナップ
ショット（ある場合）を使用してこの状況に対処できます。この場合、障害タイプは「レプリ
カ（Replica）」と指定されます。
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テイクオーバーと再同期の例
この例は停電のテイクオーバーと再同期に必要な手順を説明します。
停電の後でテイクオーバーするには

1

セカンダリサイトの任意のノードから、haclus コマンドを実行します。
# haclus -declare outage -clus clus1

2

リモートクラスタの状態を宣言した後、セカンダリサイトの database_grp サービスグ
ループをオンラインにします。次に例を示します。
# hagrp -online -force database_grp -any

停電の後で再同期するには

1

もとのプライマリサイトで、再同期の間に現在のプライマリサイトでエラーが発生する
場合に備えて、再同期化する前に RVG のスナップショットを作成します。ディスクグ
ループを data_disk_group、RVG を rac1_rvg として、次のように入力します。
# vxrvg -g data_disk_group -F snapshot rac1_rvg

RVG スナップショットについて詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High
Availability Solutions のレプリケーションの管理者ガイド』を参照してください。

2

RVG を再同期します。現在のプライマリサイトの任意のノードから、fbsync アクショ
ントークンを使って、hares コマンドに -action オプションを指定して実行し、
RVGSharedPri リソースを再同期化します。次に例を示します。
# hares -action ora_vvr_shpri fbsync -sys mercury

# vxdctl -c mode

3

現在のプライマリサイトからのもとのプライマリサイトへのデータの再同期が成功した
かどうかに応じて、次のコマンドのいずれかを実行します。
■

データの再同期が成功した場合は、snapback オプションを指定して vxrvg コ
マンドを実行し、指定の RVG のもとのボリュームにもとのプライマリサイトのスナッ
プショットボリュームを再接続します。
# vxrvg -g data_disk_group snapback rac1_rvg
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■

データの再同期時にエラーが起きた（たとえば、再同期が進行中のときにプライ
マリ RVG に災害が起きた）場合、一貫性の失われたデータが生成される可能性
があります。
手順 1 で取ったスナップショットから RVG データボリュームの内容を復元できま
す。
# vxrvg -g data_disk_group snaprestore rac1_rvg

SFCFSHA の CVM および VVR コンポーネントのトラブルシューティ
ング
次のトピックは、SFCFSHA の VVR コンポーネントをトラブルシューティングする場合に有
用です。

rlink の更新
rlink が最新ではない場合、RVG を同期するために resync アクショントークンを指定し
て hares -action コマンドを実行します。
次のコマンド例は、RVGSharedPri のリソース ora_vvr_shpri を指定する、プライマリク
ラスタの任意のノード（この場合、galaxy）で実行されます。
# hares -action ora_vvr_shpri resync -sys galaxy

広域フェールオーバーを管理するための VCS エージェント
VCS エージェントは、広域フェールオーバーの一部である外部オブジェクトを管理できま
す。これらのオブジェクトには、レプリケーション、DNS の更新などが含まれます。これら
のオブジェクトは、属性や再起動を指定するための堅ろうなフレームワークを備えており、
フェールオーバー時にオンラインにできます。
VCS は、他のアレイベースソリューションまたはアプリケーションベースソリューション用の
エージェントも提供します。ここでは、VVR（Veritas Volume Replicator）にバンドルされ
ているレプリケーションエージェントについて説明します。詳しくは、VCS レプリケーション
エージェントのマニュアルを参照してください。
メモ: RVG と RVGPrimary エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server
Agents for Veritas Volume Replicator 設定ガイド』を参照してください。

メモ: SFCFSHA では RVGSnapshot エージェントはサポートされていません。
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DNS エージェント
DNS エージェントは、広域フェールオーバーの実行後、ドメインネームサーバーの正規
名マッピングを更新します。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。

RVG エージェント
RVG エージェントは、RVG（Replicated Volume Group）を管理します。具体的には、
RVG のオンライン化、RVG への読み書きアクセスの監視および RVG のオフライン化を
行います。VVR を使ってレプリケーションを行う場合は、このエージェントを使います。
RVGPrimary エージェントは、アプリケーションのフェールオーバー後、セカンダリからプ
ライマリへの移行（つまりテイクオーバー）を行います。このエージェントでは、オフライン
化および monitor ルーチンに関連するアクションは実行されません。

8
Storage Foundation Cluster
File System High Availability
のアンインストール

■
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ル
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタ処理のシャットダウン

■

VxFS ファイルシステムの削除

■

ルータビリティの削除

■

ディスクパーティションへのボリュームの移動

■

システムでのエージェントの無効化

■

RDS の削除

■

スクリプトベースのインストーラを使った SFCFSHA RPMs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 SFCFSHA のアンインストール

■

ライセンスファイルの削除（オプション）

■

削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除

■

製品削除後の SFDB（Storage Foundation for Databases）リポジトリの削除
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クラスタ処理のシャットダウン
システムが HA クラスタとして実行中の場合は、すべてのサービスグループをオフライン
にして VCS をシャットダウンする必要があります。
すべてのサービスグループをオフラインにして VCS をシャットダウンするには
◆

次のように hastop コマンドを使います。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -all

警告: hastop コマンドに -force オプションを指定してはいけません。このオプショ
ンを指定した場合、すべてのサービスグループがオンラインのまま VCS がシャットダ
ウンされるので、パッケージのアンインストール時に問題が生じる可能性があります。

VxFS ファイルシステムの削除
マウントされた VxFS ファイルシステムが存在する場合は、VxFS RPMを削除できません。
RPMを削除する前に、すべての VxFS ファイルシステムをマウント解除してください。VxFS
RPMを削除した後に別の VxFS RPMがインストールされるまでは、VxFS ファイルシステ
ムをマウントしたり VxFS ファイルシステムにアクセスしたりすることはできません。新しい
VxFS RPMをインストールする前に VxFS ファイルシステムのバックアップを作成すること
をお勧めします。VxFS が再びインストールされない場合、すべての VxFS ファイルシス
テムは新しいファイルシステムのタイプに変換される必要があります。
VxFS ファイルシステムを削除するには

1

次のコマンドを使って、VxFS ファイルシステムまたはストレージチェックポイントがマ
ウントされているかどうかを確認します。
# df -T | grep vxfs

2

保持するファイルシステムにおけるすべてのデータのバックアップを作成するか、ま
たは非 VxVM ボリュームまたはパーティションにおける非 VxFS ファイルシステムと
して再作成します。

3

次のコマンドを使って、すべての Storage Checkpoint とファイルシステムのマウン
トを解除します。
# umount /checkpoint_name
# umount /filesystem

4

/etc/fstab ファイルから VxFS ファイルシステムエントリをコメントアウトまたは削除

します。
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ルータビリティの削除
ルートディスクのカプセル化によってルータビリティを設定した場合に、この手順を実行し
ます。
ルータビリティを削除するには

1

次のコマンドを実行して、システムのルートディスクが VxVM の制御下にあるかどう
かを確認します。
# df -v /
/dev/vx/dsk/rootdg/rootvol がルート（/）ファイルシステムとしてマウントされて

いると表示された場合、ルートディスクは VxVM の制御下にあります。 制御下にあ
る場合は、次の手順に従ってルートディスクのミラー化およびカプセル化を解除しま
す。

2

vxplex コマンドを使って、ルートディスクではないディスク上にあるボリューム
rootvol、swapvol、usr、var、opt、home のすべてのプレックスを削除します。

たとえば、次のコマンドを実行すると、ルートディスク以外のディスク上に設定された
mirrootvol-01 と mirswapvol-01 プレックスが削除されます。
# vxplex -o rm dis mirrootvol-01 mirswapvol-01

警告: もとのルートディスクパーティションに対応しているプレックスを削除しないでく
ださい。

3

次のコマンドを入力して、ボリュームデバイスを通じてではなく、ディスクパーティショ
ンを通じて直接アクセスできるように、ルートディスク内のすべてのカプセル化された
ボリュームを変換します。
# /etc/vx/bin/vxunroot

カプセル化が解除された後、システムは、カプセル化されていないルートディスクか
ら再起動されます。

ディスクパーティションへのボリュームの移動
すべてのボリュームを、ディスクパーティションに移動する必要があります。
これを行うには、次の手順のいずれかを実行します。
■

テープにシステムの完全なバックアップを作成し、そのテープからリカバリします。

■

各ファイルシステムのバックアップを個別に作成し、ディスクパーティションに新しい
ファイルシステムを作成してから、すべてをリカバリします。
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■

VxVM を使って、逐次的にボリュームをディスクパーティションに移動します。詳細に
ついては、次の項を参照してください。

VxVM を使ったディスクパーティションへのボリュームの移動
ディスクパーティションにボリュームを移動するには、次の手順に従います。
ディスクパーティションにボリュームを移動するには

1

vxdiskadm プログラム、VEA、vxevac スクリプトを使って、ディスクを退避させます。

この操作を開始する前に、必要なターゲットディスク領域を考慮してください。
ディスクを退避させることによって、指定のディスクからターゲットディスクへとサブディ
スクが移動されます。退避させたディスクにより、ディスクパーティションに移動する
ボリュームに対して最初の空きディスク領域が提供されます。

2

次のコマンドを使って、退避させたディスクを VxVM の制御下から削除します。
# vxdg -g diskgroup rmdisk disk _media_name
# vxdisk rm disk_access_name

3

初めに移動するボリュームを決定します。移動するボリュームがマウントされている場
合は、マウント解除します。

4

データベースアプリケーションの RAW パーティションとしてボリュームが使われてい
る場合は、アプリケーションがボリュームを更新していないことと、ボリューム上のデー
タが同期化されていることを確認します。

5

ボリュームと同じサイズの空きディスク領域にパーティションを作成します。パーティ
ションに対して十分な空き領域がない場合は、削除する最初のボリュームのシステ
ムに新しいディスクを追加します。以降のボリュームでは、最初のボリュームの削除
後に生成された空き領域を使うことができます。

6

次のようなコマンドなどを使って、新しく作成されたディスクパーティションにボリュー
ム上のデータをコピーします。
# dd if=/dev/vx/dsk/diskgroup/volume-name of=/dev/sdb2

ここで、sdb は VxVM の外部のディスク、2 はそのディスクで新しく作成されたパー
ティションです。

7

/etc/fstab のボリュームのエントリ（ある場合）を、新しく作成されたパーティション

のエントリに置換します。

8

対応するボリュームがマウントされていた場合は、ディスクパーティションをマウントし
ます。
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9

次のコマンドを使って、ボリュームを停止して VxVM から削除します。
# vxvol -g diskgroup -f stop volume_name
# vxedit -g diskgroup -rf rm volume_name

10 VxVM の制御下からボリュームを削除することにより、解放された（サブディスクが定
義されていない）ディスクを削除します。特定のディスクにサブディスクが残っている
かどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -F "%sdnum" disk_media_name

11 出力が 0 でない場合は、後で削除する必要のあるサブディスクがこのディスクに残っ
ています。出力が 0 の場合は、次のコマンドを使って VxVM の制御下からディスク
を削除します。
# vxdg -g diskgroup rmdisk disk_media_name
# vxdisk rm disk_access_name

12 作成された空き領域は、削除する次のボリュームのデータを追加するために使うこと
ができます。

13 すべてのボリュームがディスクパーティションに正常に変換されたら、システムを再
ブートします。再ブート後は、いずれのボリュームも起動していてはなりません。ボ
リュームがいずれも起動していないことを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -Aht -e v_open

14 起動しているボリュームがある場合は、上記の手順を繰り返します。

システムでのエージェントの無効化
この項では、システムで VVR 用の VCS エージェントを無効にする方法について説明し
ます。 エージェントを無効にするには、エージェントのリソースタイプを含むサービスグ
ループを OFFLINE 状態に変更する必要があります。 これでアプリケーションを停止した
り、アプリケーションを別のシステムに切り替えることができます。
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エージェントを無効にするには

1

次のコマンドを入力し、エージェントのリソースタイプを含むサービスグループで、オ
ンラインになっているものがあるかどうかを確認します。
# hagrp -state service_group -sys system_name

オンラインになっているサービスグループがない場合は、3 にスキップします。

2

サービスグループがオンラインである場合、オフラインにします。
サービスグループをオフラインにして、クラスタ内の他のシステムでオンラインにしな
い場合は、次のように入力します。
# hagrp -offline service_group -sys system_name

3

システム上でエージェントを停止します。
# haagent -stop agent_name -sys system_name

［ログファイルの中からメッセージを検索してください。（Please look for messages
in the log file）］というメッセージが表示された場合
は、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log ファイルを調べ、各エージェントが停止し
たことを示すメッセージがあるかどうかを確認してください。
また、ps コマンドを使って、エージェントが停止していることを確認することもできま
す。

4

サービスグループの SystemList からシステムを削除します。 SystemList 内のす
べてのシステムでエージェントを無効にした場合、VCS 設定からサービスグループ
とリソースタイプも削除できます。
コマンドラインから VCS を管理する方法についての情報を参照してください。
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

RDS の削除
VVR を使う場合、次の手順を実行する必要があります。この項では、アプリケーションが
アクティブになっている場合または停止している場合に、RDS（Replicated Data Set）を
削除する手順を説明します。
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RDS を削除するには

1

すべての RLINK が最新であることを確認します。
# vxrlink -g diskgroup status rlink_name

セカンダリが最新である必要がない場合、2 に進み、-f オプションを指定した vradmin
stoprep コマンドを使って、レプリケーションを停止します。

2

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、セカンダリへのレプリケーションを
停止します。
プライマリとセカンダリの RLINK が最新でない場合、vradmin stoprep コマンドは
失敗します。RLINK が最新でない場合でも、-f オプションを使ってセカンダリへの
レプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup stoprep local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表しま
す。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。

3

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、RDS からセカンダリを削除しま
す。
# vradmin -g diskgroup delsec local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表します。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。

4

プライマリで次のコマンドを実行して、RDS からプライマリを削除します。
# vradmin -g diskgroup delpri local_rvgname
vradmin delpri コマンドに -f オプションを指定した場合、プライマリでアプリケー

ションが実行されていても、プライマリは削除されます。
RDS が削除されます。

5

RDS 内のプライマリホストとセカンダリホストから SRL を削除するには、プライマリと
すべてのセカンダリで次のコマンドを実行します。
# vxedit -r -g diskgroup rm srl_name
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スクリプトベースのインストーラを使った SFCFSHA RPMs
のアンインストール
次の手順を使って、SFCFSHA 製品を削除します。
ソフトウェアのインストール時に行った選択内容によっては、RPMsの一部がシステムにイ
ンストールされない場合があります。
メモ: 製品をアンインストールした後、SFCFSHA の以前のバージョンでは SFCFSHA 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。
p.419 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。
シャットダウンして、インストール済みの SFCFSHA RPMsを削除するには

1

ファイルシステムテーブル /etc/fstab からすべての Veritas File System（VxFS）
エントリをコメントアウトまたは削除します。これらのエントリの削除に誤りがあった場
合、後でシステムの起動に問題が起きる可能性があります。

2

VxFS ファイルシステムのすべてのマウントポイントをマウント解除します。
# umount /mount_point

3

VxVM RPM（VRTSvxvm）がインストールされている場合は、VxVM のアンインストー
ル手順に従います。

4

必要な手順がすべて実行されたことを確認します。

5

HA 設定では、ローカルシステムまたはすべてのシステムで VCS プロセスを停止し
ます。
ローカルシステムで VCS 処理を停止するには
# hastop -local

すべてのシステムで VCS 処理を停止するには
# hastop -all
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6

/opt/VRTS/install ディレクトリに移動して、アンインストールスクリプトを実行しま

す。
# cd /opt/VRTS/install

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の場合
# ./uninstallsfcfsha

7

アンインストールスクリプトにより、システム名の入力を求めるメッセージが表示されま
す。SFCFSHA をアンインストールする 1 つ以上のシステム名を、host1 のようにス
ペースで区切って入力します。
Enter the system names separated by spaces: [q?] host1 host2

8

アンインストールスクリプトにより、製品プロセスの停止を求めるメッセージが表示され
ます。［yes］と回答すると、プロセスが停止し、RPMsがアンインストールされます。
アンインストールスクリプトにより、ログファイルが作成され、ログファイルの場所が表
示されます。

9

RPMsには、通常カーネルコンポーネントがあります。完全に削除するために、すべ
てのRPMsを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。

Veritas の Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA
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、SFCFSHA の以前のバージョンで SFCFSHA 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。
SFCFSHA 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.65 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。
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4

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Storage Foundation Cluster File
System High Availability］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
SFCFSHA 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。

ライセンスファイルの削除（オプション）
オプションで、ライセンスファイルを削除することもできます。
Veritas ライセンスファイルを削除する方法

1

システムにインストールされているライセンスキーファイルを調べるため、次のコマン
ドを実行します。
# /sbin/vxlicrep

ライセンスキー、および各ライセンスキーに対応する製品の情報が、一覧表示されま
す。

2

ライセンスキーファイルが存在するディレクトリに移動して、ライセンスキーファイルを
一覧表示するため、次のコマンドを実行します。
# cd /etc/vx/licenses/lic
# ls -a

3

手順 1 の出力結果を基にして、手順 2 で出力されたライセンスキーファイルのうち
不要なものを特定して削除します。不要なキーを削除するには、対応するライセンス
キーファイルを削除します。

第 23 章 Storage Foundation Cluster File System High Availability のアンインストール
削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除

365

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 SFCFSHA 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。
■

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

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
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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

5

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

■

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
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製品削除後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの削除
製品を削除した後に、SFDB リポジトリファイルとバックアップを削除できます。
SFDB リポジトリファイルを削除すると、SFDB ツールが無効になります。
SFDB リポジトリを削除するには

1

ホストで作成された SFDB リポジトリを特定します。
# cat /var/vx/vxdba/rep_loc
{
"sfae_rept_version" : 1,
"oracle" : {
"SFAEDB" : {
"location" : "/data/sfaedb/.sfae",
"old_location" : "",
"alias" : [
"sfaedb"
]
}
}
}

2

location キーで特定されるディレクトリを削除します。
# rm -rf /data/sfaedb/.sfae

3

リポジトリの場所にあるファイルを削除します。
# rm -rf /var/vx/vxdba/rep_loc

これで SFDB リポジトリの削除が完了します。
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9
インストールの参考情報

■

付録 A. インストールスクリプト

■

付録 B. 応答ファイル

■

付録 C. インストール用のチューニングパラメータファイル

■

付録 D. 応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

付録 E. 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 F. Storage Foundation Cluster File System High Availability のコンポーネ
ント

■

付録 G. 高可用性エージェントの情報

■

付録 H. トラブルシューティング情報

■

付録 I. クラスタインストールのトラブルシューティング

■

付録 J. CP サーバーベースの I/O フェンシングの SFCFSHA クラスタ 設定図サンプ
ル

■

付録 K. IPv6 を使った UDP 経由の LLT の設定

■

付録 L. IPv4 を使った UDP 経由の LLT の設定
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付録 M. 他の製品とともに Storage Foundation Cluster File System High
Availability をインストールする場合の互換性問題
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A
インストールスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトについて

■

インストールスクリプトオプション

■

postcheck オプションの使用について

インストールスクリプトについて
Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions 製品 6.0 では複数の
インストールスクリプトを提供します。スクリプトディレクトリの製品メディアのルートでこれら
のスクリプトを見つけることができます。
installer スクリプトの代わりに、製品別のインストールスクリプトを使うこともできます。シ

マンテック社のダウンロードサイトから Veritas 製品を入手した場合、インストーラが含ま
れていないため、適切な製品インストールスクリプトを使ってください。
次の製品インストールスクリプトを利用できます。
Veritas Cluster Server（VCS）

installvcs

Veritas Storage Foundation（SF）

installsf

Veritas SFHA（Storage Foundation and High installsfha
Availability）
Veritas Storage Foundation Cluster File
System High Availability（SFCFSHA）

installsfcfsha

Veritas SF Oracle RAC（Storage Foundation installsfrac
for Oracle RAC）
Veritas Storage Foundation for Sybase ASE installsfsybasece
CE（SF Sybase CE）
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Veritas Volume Manager

installvm

Veritas File System

installfs

Veritas Dynamic Multi-pathing

installdmp

Symantec VirtualStore

installsvs

インストールスクリプトを使うには、プロンプトでスクリプト名を入力します。たとえば、Veritas
Storage Foundation をインストールするには、プロンプトで ./installsf と入力します。

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Veritas Storage
Foundation 製品スクリプトで使えます。
p.371 の 「インストールスクリプトについて」 を参照してください。
表 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

system1 system2...

インストールオプションを実行するシステムを指定しま
す。システム名はすべてのオプションに必要です。指
定しないと、システム名を入力するよう求めるメッセー
ジが表示されます。

-addnode

高可用性クラスタにノードを追加します。

-allpkgs

指定の製品に必要なRPMsとパッチをすべて表示しま
す。RPMsとパッチは正しいインストール順序で列挙さ
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。

-comcleanup

-comcleanup オプションを指定すると、インストーラ
によってシステムに追加されたセキュアシェルまたは
リモートシェルの設定が削除されます。このオプション
は、シェルの自動設定を実行したインストールルーチ
ンが突然終了した場合にのみ必要とされます。

-configure

インストール後、製品を設定します。

-fencing

実行中のクラスタ内の I/O フェンシングを設定します。
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コマンドラインオプション

機能

-hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。

-install

-install オプションは、システムに製品をインストー
ルするために使われます。

-installallpkgs

すべてのRPMsがインストールされることを指定します。

-installminpkgs

最小のRPMセットがインストールされることを指定しま
す。

-installrecpkgs

必須のRPMセットがインストールされることを指定しま
す。

-keyfile ssh_key_file

セキュアシェル（SSH）インストール用のキーファイルを
指定します。このオプションは、-i ssh_key_file
をすべての SSH 呼び出しに渡します。

-kickstart dir_path

Linux RHEL Kickstart でのインストールのために
Kickstart 設定ファイルを生成します。ファイルは、
Kickstart インストールに使うことができる形式で、正
しいインストール順序でのシマンテック社の rpm のリ
ストが含まれます。dir_path は、ファイルを作成する
ディレクトリへのパスを示します。

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

-logpath log_path

インストーラログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の保存場所として、/opt/VRTS/install/logs
以外のディレクトリを指定します。

-makeresponsefile

-makeresponsefile オプションは、応答ファイル
を生成するためにのみ使います。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。

-minpkgs

指定の製品に必要な最小限のRPMsとパッチを表示
します。RPMsとパッチは正しいインストール順序で列
挙されます。オプションのRPMsは列挙されません。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 オプションを参照してください。

373

374

付録 A インストールスクリプト
インストールスクリプトオプション

コマンドラインオプション

機能

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品RPMsをインストー
ルできるようにします。このオプションを指定した場合、
ライセンスがある機能の設定、起動、使用はできませ
ん。

-pkginfo

RPMsのリストとインストールの順序を、人間が読み取
り可能な形式で表示します。このオプションは、個々
の製品インストールスクリプトにのみ適用されます。た
とえば、-pkginfo オプションを指定して installvcs ス
クリプトを実行し、VCS RPMsを表示します。

-pkgpath package_path

インストールするすべてのRPMsを含むディレクトリの
パスを指定します。ディレクトリは、通常は NFS マウン
トした場所であり、すべての指定したインストールシス
テムでアクセス可能である必要があります。

-pkgset

指定のシステムにインストールされているRPMグルー
プ（最小、推奨、すべて）とRPMを検出して表示しま
す。

-pkgtable

製品のRPMを正しいインストール順序でグループごと
に表示します。

-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

インストール前のチェックを実行し、システムがすべて
のインストールの必要条件を満たしているかどうかを
確認します。事前に確認を行ってから製品をインストー
ルすることをお勧めします。

–recpkgs

指定の製品に必要な推奨されるRPMsとパッチを表示
します。RPMsとパッチは正しいインストール順序で列
挙されます。オプションのRPMsは列挙されません。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 オプションを参照してください。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-requirements

-requirements オプションを指定すると、製品をイ
ンストールするために必要な OS バージョン、必要な
RPMsとパッチ、ファイルシステム領域、その他のシス
テム必要条件が表示されます。
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コマンドラインオプション

機能

-responsefile response_file

情報の入力を求めるメッセージを表示する代わりに、
指定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、インストールと設定を自動化します。
response_file は絶対パス名にする必要があります。
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。

-rolling_upgrade

ローリングアップグレードを開始します。このオプショ
ンを使うと、インストーラは、ローリングアップグレード
の段階 1 または段階 2 を明示的に指定しなくても自
動的にクラスタシステムでローリングアップグレードの
状態を検出します。

-rollingupgrade_phase1

-rollingupgrade_phase1 オプションは、ローリ
ングアップグレードの段階 1 を実行するために使われ
ます。この段階では、製品カーネルRPMsが最新バー
ジョンにアップグレードされます。

-rollingupgrade_phase2

-rollingupgrade_phase2 オプションは、ローリ
ングアップグレードの段階 2 を実行するために使われ
ます。この段階では、VCS とその他のエージェント
RPMsが最新バージョンにアップグレードされます。製
品カーネルドライバが最新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。

-rsh

このオプションは、システム間の通信に、デフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指定
します。
p.419 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたは
リモートシェル通信モードの設定について」 を参照し
てください。

-serial

各システムでシリアルにインストールスクリプトでインス
トール、アンインストール、起動、停止処理を実行する
ことを指定します。このオプションが指定されていない
場合、これらの操作はすべてのシステムで同時に実
行されます。

-settunables

製品をインストールして設定した後でチューニングパ
ラメータを設定する場合に、このオプションを指定しま
す。チューニングパラメータ値を有効にするには、製
品のプロセスを再起動しなければならない場合があり
ます。このオプションは -tunablesfile オプション
とともに使う必要があります。
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コマンドラインオプション

機能

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。

-tmppath tmp_path

/var/tmp 以外のディレクトリをインストールスクリプト
の作業ディレクトリとして指定します。指定したディレク
トリは初期ログの記録先になるほか、リモートシステム
へのRPMsのインストールに先立つパッケージのコピー
先として使われます。

-uninstall

-uninstall オプションは、システムから製品をアン
インストールするために使われます。

-tunablesfile

チューニングパラメータファイルを指定する際にこのオ
プションを指定します。チューニングパラメータファイ
ルにはチューニングパラメータが含まれている必要が
あります。

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

インストールされている製品とそのバージョンを確認
し、報告します。製品に該当するインストール済みの
RPMとパッチ、および不足しているRPMとパッチを洗
い出します。該当するインストール済みのRPMsとパッ
チ、および不足しているRPMsとパッチの件数を含む
概略を表示します。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。

-yumgroupxml

-yumgroupxml オプションは、yum グループ定義
XML ファイルを生成するために使われます。
createrepo コマンドは、製品の RPM すべての自
動インストールに対して yum グループを作成するた
めに Red Hat Linux のファイルを使うことができます。
XML ファイルを格納するのに使用可能な場所は、絶
対パスとして指定してください。-yumgroupxml オプ
ションは Red Hat Linux でのみサポートされます。

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。

付録 A インストールスクリプト
postcheck オプションの使用について

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。

■

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
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■ /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。

■

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.248 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。

B
応答ファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルについて

■

応答ファイルを使った SFCFSHA のインストール

■

応答ファイルを使った SFCFSHA の設定

■

応答ファイルを使った SFCFSHA のアップグレード

■

応答ファイルを使った SFCFSHA のアンインストール

■

応答ファイルに使われる構文

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストー
ル、アップグレード、アンインストールするための応答ファイル変数

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定する
ための応答ファイル変数

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストー
ルするための応答ファイルのサンプル

■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定する
ための応答ファイルのサンプル

応答ファイルについて
インストーラまたは製品インストールスクリプトは、任意のインストール、設定、アップグレー
ド、アンインストールの手順の間に応答ファイルを生成します。応答ファイルには手順の
間に入力した設定情報が含まれます。手順が完了するとき、インストールスクリプトは応答
ファイルの場所を表示します。
-responsefile オプションでインストールスクリプトを起動すると、応答ファイルを今後の

インストール手順で使用できます。応答ファイルは引数をスクリプトに渡して、自動的に製
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品をインストールできるようにします。ファイルを編集して、自動的に追加システムをインス
トールし、設定できます。
-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを生成できます。

p.372 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

応答ファイルを使った SFCFSHA のインストール
一般に、あるクラスタで SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA をインストールするには

1

SFCFSHA 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。

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。

3

SFCFSHA 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。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

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
# ./installsfcfsha -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

応答ファイルを使った SFCFSHA の設定
一般に、あるクラスタで SFCFSHA 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 SFCFSHA 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。
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応答ファイルを使って SFCFSHA を設定するには

1

SFCFSHA を設定するシステムに SFCFSHA RPMs がインストールされていることを
確認します。

2

SFCFSHA 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。

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.385 の 「Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 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/installsfcfsha -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

応答ファイルを使った SFCFSHA のアップグレード
一般に、あるシステムで SFCFSHA 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 SFCFSHA 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。
SFCFSHA の自動アップグレードを実行するには

1

SFCFSHA 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

SFCFSHA 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。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

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
# ./installsfcfsha -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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応答ファイルを使った SFCFSHA のアンインストール
一般に、あるクラスタで SFCFSHA 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 SFCFSHA 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

SFCFSHA 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

SFCFSHA 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。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

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/uninstallsfcfsha -responsefile /tmp/response_file

/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

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"];

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability をインストール、アップグレード、アンインス
トールするための応答ファイル変数
表 B-1 に、SFCFSHA 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。
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表 B-1

SFCFSHA のインストール、アップグレード、アンインストールに固有
の応答ファイル変数

変数

説明

CFG{opt}{install}

SFCFSHA RPMs をインストールします。後で、-configure
オプションを使って設定することもできます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{accepteula}

メディアの EULA.pdf ファイルに同意するかどうかを指定し
ます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

$CFG{opt}{vxkeyless}

キーレスライセンスで製品をインストールします。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{systems}

製品のインストールまたはアンインストールを行うシステムの
リストです。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 必須

CFG{prod}

インストールまたはアンインストールされる製品を定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{pkgpath}

製品RPMs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RPMs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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
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変数

説明

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやRPMs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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{rsh}

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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{donotinstall} {RPM}

リストに指定されているオプション RPMs をインストールしま
せん。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{donotremove} {RPM}

アンインストールで、リストに指定されているオプション RPMs
を削除しません。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{logpath}

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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CFG{opt}{prodmode}

製品のモードのリスト
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{upgrade}

設定を行わずにインストール済みのすべてのRPMsをアップ
グレードします。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

CFG{opt}{uninstall}

SFCFSHA RPMsをアンインストールします。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
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変数

説明

CFG{mirrordgname}{system}

システムのターゲットディスクグループ名を分割します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

CFG{splitmirror}{system}

分割ミラーバックアップディスクグループを作成するシステム
を示します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability を設定するための応答ファイル変数
表 B-2 に、SFCFSHA 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 B-2

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 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

RPMs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 SFCFSHA 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）
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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}{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）
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 B-3 に、基本的な Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 B-3

基本的な Storage Foundation Cluster File System High Availability
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

Storage Foundation Cluster File
System High Availability 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）

表 B-4 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 B-4

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）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_lltlinklowpri#}

スカラー

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。

{"system"}

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 B-5 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 B-5

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）

CFG{vcs_udplink<n>_address}

スカラー

{<system1>}

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>_address}
{<system1>}

スカラー

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）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_port}

スカラー

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。

{<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>_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）

CFG{vcs_udplink<n>_netmask}

スカラー

{<system1>}

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 B-6 に、Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
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表 B-6

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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）
スカラー

CFG{vcs_csgvip}

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 B-7 に、セキュアモードの Storage Foundation Cluster File System High Availability
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 B-7

セキュアモードでの Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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。
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表 B-8 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 B-8

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）

リスト

CFG{vcs_userpriv}

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 B-9 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 B-9

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）
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変数

リスト/スカラー

説明

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 B-10 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 B-10

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）

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 B-11 に、Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
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表 B-11

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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）

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability をインストールするための応答ファイルのサ
ンプル
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストールす
るための応答ファイルの例を次に示します。
##############################################
#Auto generated sfcfsha responsefile #
##############################################

our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{rsh}=1;
$CFG{opt}{trace}=0;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installallpkgs}=1;
$CFG{prod}="SFCFSHA60";
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$CFG{systems}=[ qw( system01 system02 ) ];
$CFG{opt}{logpath}="/opt/VRTS/install/logs/installsfcfs-xxxxxx/
installsfcfs-xxxxxx.response";
1;

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability を設定するための応答ファイルのサンプル
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定するため
の応答ファイルの例を次に示します。
##############################################
#Auto generated sfcfsha responsefile #
##############################################

our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{rsh}=1;
$CFG{opt}{trace}=0;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{prod}="SFCFSHA60";
$CFG{systems}=[ qw( system01 system02 ) ];
$CFG{sfcfs_cvmtimeout}=200;
$CFG{sfcfs_fencingenabled}=0;
$CFG{vm_newnames_file}{system01}=0;
$CFG{vm_restore_cfg}{system01}=0;
$CFG{vm_newnames_file}{system02}=0;
$CFG{vm_restore_cfg}{system02}=0;
$CFG{vcs_clusterid}=127;
$CFG{vcs_clustername}="uxrt6_lin";
$CFG{vcs_username}=[ qw(admin operator) ];
$CFG{vcs_userenpw}=[ qw(JlmElgLimHmmKumGlj
bQOsOUnVQoOUnTQsOSnUQuOUnPQtOS) ];
$CFG{vcs_userpriv}=[ qw(Administrators Operators) ];
$CFG{vcs_lltlink1}{system01}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{system01}="eth2";
$CFG{vcs_lltlink1}{system02}="eth1";
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$CFG{vcs_lltlink2}{system02}="eth2";
$CFG{vcs_enabled}=1;
$CFG{opt}{logpath}="/opt/VRTS/install/logs/installsfcfs-xxxxxx/
installsfcfs-xxxxxx.response";
1;
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C
インストール用のチューニン
グパラメータファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定について

■

インストール用、設定用、アップグレード用のチューニングパラメータの設定

■

他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラメータの設定

■

未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定

■

チューニングパラメータファイルの準備

■

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定

■

チューニングパラメータ値のパラメータ定義

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパ
ラメータの設定について
チューニングパラメータファイルを使って、非デフォルトの製品とシステムチューニングパ
ラメータを設定できます。このファイルを使うと、I/O ポリシーのようなチューニングパラメー
タを設定したり、ネーティブマルチパスを切り替えたりすることができます。チューニングパ
ラメータファイルはインストーラスクリプトに引数を渡し、チューニングパラメータを設定で
きるようにします。このファイルを使うと、次の操作に対してチューニングパラメータを設定
できます。
■

システムをインストール、設定、アップグレードする場合。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name
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p.398 の 「インストール用、設定用、アップグレード用のチューニングパラメータの設
定」 を参照してください。
■

他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータファイルを適用する場合。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
system1 system2 ...]

p.399 の 「他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラメータの設定」 を参
照してください。
■

未統合の応答ファイルとともにチューニングパラメータファイルを適用する場合。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

p.400 の 「未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの設定」 を参照してく
ださい。
p.379 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
使用対象のチューニングパラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.402 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。

インストール用、設定用、アップグレード用のチューニン
グパラメータの設定
インストール手順にチューニングパラメータファイルを使って、非デフォルトのチューニン
グパラメータを設定できます。インストールスクリプトは、tunablesfile オプションを指定
して呼び出します。チューニングパラメータファイルはスクリプトに引数を渡し、選択した
チューニングパラメータを設定できるようにします。使用対象のチューニングパラメータは
このマニュアルから選択する必要があります。
p.402 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
インストール用、設定用、アップグレード用に非デフォルトのチューニングパラメータを設
定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.401 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SFCFSHA 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。
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3

インストール前タスクを完了します。

4

製品をインストール、設定、アップグレードするシステムの 1 つにチューニングパラ
メータファイルをコピーします。

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

インストール、設定、アップグレードに対してインストーラを起動します。次に例を示
します。
# ./installer -tunablesfile /tmp/tunables_file

ここで、/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

他のインストーラ関連の操作なしでのチューニングパラ
メータの設定
インストーラを使うと、他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定で
きます。パラメータについては、このマニュアルに記載されているものを使う必要がありま
す。パラメータの多くは製品に固有であることに注意してください。使用対象のチューニ
ングパラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.402 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.401 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SFCFSHA 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。

3

インストール前タスクを完了します。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。
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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

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys123 sys234 ...]

ここで、/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

未統合応答ファイルを使ったチューニングパラメータの
設定
インストーラを使うと、未統合の応答ファイルを使ってチューニングパラメータを設定でき
ます。パラメータについては、このマニュアルに記載されているものを使う必要があります。
パラメータの多くは製品に固有であることに注意してください。使用対象のチューニング
パラメータはこのマニュアルから選択する必要があります。
p.402 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: 一部のチューニングパラメータはシステムの再ブート後にのみ有効になります。
未統合応答ファイルを使ってチューニングパラメータを設定するには

1

SFCFSHA 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。

2

インストール前タスクを完了します。

3

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.401 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

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。
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6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name -settunables

ここで、response_file_name は応答ファイルの絶対パス名、tunables_file_name
はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。メッセージが表示された場合は、チューニングパラメータを受け
入れます。
一部のチューニングパラメータは再ブートの後でのみアクティブになります。出力を
十分に確認して、チューニングパラメータ値を設定するのにシステムの再ブートが必
要かどうかを判断します。

8

インストーラによってチューニングパラメータが検証されます。エラーが発生した場合
は、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを確認します。

チューニングパラメータファイルの準備
チューニングパラメータファイルは Perl モジュールで、開始文と終了文、およびそれらの
間に定義されたチューニングパラメータで構成されます。行をコメントアウトするには、行
の始めにハッシュ記号を使います。チューニングパラメータファイルは、「our %TUN;」と
いう行で開始し、「1;」という return true 行で終了します。最後の return true 行は、ファ
イルの終わりに一度のみ表示する必要があります。各チューニングパラメータはそれぞれ
独自の行で定義してください。
チューニングパラメータの形式は次のとおりです。
$TUN{"tunable_name"}{"system_name"|"*"}=value_of_tunable;

system_name に対しては、システムの名前、その IP アドレス、ワイルドカード記号を使い
ます。value_of_tunable は、設定しているチューニングパラメータのタイプによって決ま
ります。セミコロンを使って行を終了してください。
チューニングパラメータファイルの例を次に示します。
#
# Tunable Parameter Values:
#
our %TUN;
$TUN{"tunable1"}{"*"}=1024;
$TUN{"tunable3"}{"sys123"}="SHA256";
1;
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チューニングパラメータファイルのパラメータ設定
各チューニングパラメータファイルには、さまざまなチューニングパラメータを定義します。
使用できる値については、各パラメータの説明を参照してください。チューニングパラメー
タファイルに追加するチューニングパラメータを選択してから、各パラメータを設定します。
p.402 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
パラメータ値の各行は、$TUN で開始します。チューニングパラメータの名前は、中カッ
コと二重引用符文字内にあります。システム名は中カッコと二重引用符文字で囲まれま
す。最後に値を定義し、行の最後にセミコロンを指定します。次に例を示します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"node123"}=16;

この例では、dmp_daemon_count value の値を、デフォルトの 10 から 16 に変更してい
ます。ワイルドカード記号「*」は、すべてのシステムで使うことができます。次に例を示しま
す。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"*"}=16;

チューニングパラメータ値のパラメータ定義
インストーラに対してチューニングパラメータファイルを作成する際には、次のリストのパラ
メータのみを使うことができます。
チューニングパラメータへの更新を行う前に、製品のチューニングパラメータの範囲と推
奨事項について『Veritas Storage Foundation and High Availability Solutions チュー
ニングガイド』をお読みください。
表 C-1 に、チューニングパラメータファイルで指定できるサポート対象チューニングパラ
メータを説明します。
表 C-1

サポートされるチューニングパラメータ

チューニングパラメータ

説明

dmp_cache_open

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）ASL（Array Support
Library）によって実行されるデバイスの最初の起動がキャッ
シュに保存されるかどうか。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_daemon_count

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 管理タスクに対す
るカーネルスレッドの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_delayq_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）デバイスがビジー状態
の場合に DMP がエラー処理を遅延する時間間隔。この
チューニングパラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing
の起動後に設定する必要があります。

dmp_fast_recovery

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP が HBA インター
フェースから直接 SCSI エラー情報を取得しようとしなければ
ならないかどうか。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_health_time

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）パスが健全であり続け
なければならない時間（秒単位）。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_log_level

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP コンソールメッセー
ジが表示される詳細のレベル。このチューニングパラメータ
は、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する
必要があります。

dmp_low_impact_probe

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）LIPP（Low-Impact Path
Probing）機能が有効化されるかどうか。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_lun_retry_timeout

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）一時的なエラーを処理
するための再試行期間。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_monitor_fabric

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモン
（vxesd）が SNIA（Storage Networking Industry
Association）HBA API を使うかどうか。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_monitor_osevent

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）イベントソースデーモン
（vxesd）がオペレーティングシステムのイベントを監視するか
どうか。このチューニングパラメータは、Veritas Dynamic
Multi-Pathing の起動後に設定する必要があります。

dmp_monitor_ownership

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）LUN 所有権の動的な
変更が監視されるかどうか。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_native_support

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP がネーティブデバ
イスのマルチパス化を行うかどうか。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_path_age

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）断続的にエラーの発生
しているパスが健全状態として DMP でマーク付けされる前
に監視されなければならない時間。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_pathswitch_blks_shift

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）次に使用可能なパスに
切り替わる前に DMP パスを通してアレイに送信される連続
I/O ブロックのデフォルト数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_probe_idle_lun

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）パスリストアカーネルス
レッドがアイドル状態の LUN をプローブするかどうか。この
チューニングパラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing
の起動後に設定する必要があります。

dmp_probe_threshold

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンによっ
てプローブされるパスの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_cycles

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアポリシーが
check_periodic である場合の check_all ポリシーの実行間
におけるサイクルの数。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。

dmp_restore_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）リストアデーモンがパス
の状態を分析する時間間隔（秒単位）。このチューニングパ
ラメータは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_restore_policy

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP パスリストアスレッ
ドによって使われるポリシー。このチューニングパラメータは、
Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必
要があります。
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チューニングパラメータ

説明

dmp_restore_state

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP パスリストアのカー
ネルスレッドが開始されるかどうか。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_retry_count

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）エラー状態として DMP
でマーク付けされる前にパスがパスビジーエラーを連続して
報告する回数。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_scsi_timeout

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 経由で送信され
る SCSI コマンドのタイムアウト値。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_sfg_threshold

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）サブパスフェールオー
バーグループ（SFG）機能の状態。このチューニングパラメー
タは、Veritas Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定す
る必要があります。

dmp_stat_interval

（Veritas Dynamic Multi-Pathing）DMP 統計情報の収集
間の時間間隔。このチューニングパラメータは、Veritas
Dynamic Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

max_diskq

（Veritas File System）単一ファイルによって生成される最
大ディスクキューを指定します。インストーラは max_diskq
のシステムデフォルト値のみを設定します。特定のブロックデ
バイスに対するこのチューニングパラメータの設定について
詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページを参照してくださ
い。

read_ahead

（Veritas File System）値 0 は先読み機能を無効にし、値
1（デフォルト）は従来の順次先読み動作を維持し、値 2 は
すべての読み取りに対して拡張先読みを有効にします。イン
ストーラは read_ahead のシステムデフォルト値のみを設定
します。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパ
ラメータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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チューニングパラメータ

説明

read_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在できるサイ
ズ read_pref_io の並列読み取り要求の数。インストーラは
read_nstream のシステムデフォルト値のみを設定します。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラメータ
の設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

read_pref_io

（Veritas File System）優先読み取り要求サイズ。インストー
ラは read_pref_io のシステムデフォルト値のみを設定しま
す。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラ
メータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。

vol_checkpt_default

（Veritas File System）VxVM チェックポイントのサイズ（セ
クタ）。このチューニングパラメータを有効にするには、システ
ムを再ブートする必要があります。

vol_cmpres_enabled

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対して圧縮の有効化を可能にします。

vol_cmpres_threads

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対する圧縮スレッドの最大数。

vol_default_iodelay

（Veritas Volume Manager）VxVM ユーティリティからの
I/O 要求間で一時停止する時間（10 ms 単位）。このチュー
ニングパラメータを有効にするには、システムを再ブートする
必要があります。

vol_fmr_logsz

（Veritas Volume Manager）変更されたブロックを追跡する
ために Fast Mirror Resync が使うビットマップの最大サイズ
（KB）。このチューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_max_adminio_poolsz

（Veritas Volume Manager）VxVM 管理 I/O によって使わ
れるメモリの最大容量（バイト）。このチューニングパラメータ
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。

vol_max_nmpool_sz

（Veritas Volume Manager）最大名前プールサイズ（バイ
ト）。

vol_max_rdback_sz

（Veritas Volume Manager）ストレージレコード readback
プールの最大値（バイト）。

vol_max_wrspool_sz

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のクラスタ化バージョンで使われる最大メモリ（バイト）。
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チューニングパラメータ

説明

vol_maxio

（Veritas Volume Manager）論理 VxVM I/O 操作の最大
サイズ（セクタ）。このチューニングパラメータを有効にするに
は、システムを再ブートする必要があります。

vol_maxioctl

（Veritas Volume Manager）VxVM ioctl 呼び出しに渡さ
れるデータの最大サイズ（バイト）。このチューニングパラメー
タを有効にするには、システムを再ブートする必要がありま
す。

vol_maxparallelio

（Veritas Volume Manager）vxconfigd が一度に要求でき
る I/O 操作の数。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vol_maxspecialio

（Veritas Volume Manager）ioctl 呼び出しによって発行さ
れる VxVM I/O 操作の最大サイズ（セクタ）。このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

vol_min_lowmem_sz

（Veritas Volume Manager）メモリの低水準点（バイト）。

vol_nm_hb_timeout

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のタイムアウト値（時刻刻み）。

vol_rvio_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）Veritas Volume Replicator
によって要求される最大メモリ（バイト）。

vol_stats_enable

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O 統計情報収集を有
効にします。

vol_subdisk_num

（Veritas Volume Manager）単一の VxVM プレックスに接
続されるサブディスクの最大数。このチューニングパラメータ
を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。

voldrl_max_drtregs

（Veritas Volume Manager）非シーケンシャル DRL に存在
できるダーティ VxVM リージョンの最大数。このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

voldrl_max_seq_dirty

（Veritas Volume Manager）シーケンシャルモードのダー
ティリージョンの最大数。このチューニングパラメータを有効
にするには、システムを再ブートする必要があります。

voldrl_min_regionsz

（Veritas Volume Manager）VxVM ダーティリージョンログ
（DRL）リージョンの最小サイズ（セクタ）。このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要が
あります。
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説明

voldrl_volumemax_drtregs

（Veritas Volume Manager）ログプレックス DRL における
ボリュームあたり最大のダーティリージョン。

voldrl_volumemax_drtregs_20

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 20 における
ボリュームあたり最大のダーティリージョン。

voldrl_dirty_regions

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 30 に対して
キャッシュに保存されるリージョンの数。

voliomem_chunk_size

（Veritas Volume Manager）VxVM メモリ割り当て要求の
サイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にするに
は、システムを再ブートする必要があります。

voliomem_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）VxVM によって使われるメモリ
の最大容量（バイト）。このチューニングパラメータを有効に
するには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_errbuf_dflt

（Veritas Volume Manager）VxVM エラートレースバッファ
のサイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_default

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレースバッファの
デフォルトサイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有
効にするには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_limit

（Veritas Volume Manager）すべての VxVM I/O トレース
バッファの最大合計サイズ（バイト）。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

voliot_iobuf_max

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレースバッファの
最大サイズ（バイト）。このチューニングパラメータを有効にす
るには、システムを再ブートする必要があります。

voliot_max_open

（Veritas Volume Manager）vxtrace コマンドに対して使用
可能な VxVM トレースチャネルの最大数。このチューニング
パラメータを有効にするには、システムを再ブートする必要
があります。

volpagemod_max_memsz

（Veritas Volume Manager）インスタントスナップショットに
よって使われる最大ページングモジュールメモリ（KB）。

volraid_rsrtransmax

（Veritas Volume Manager）並行して実行できる VxVM
RAID-5 一時再構築操作の最大数。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。
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説明

vx_era_nthreads

（Veritas File System）VxFS が read_ahead パターンを検
出するスレッドの最大数。このチューニングパラメータを有効
にするには、システムを再ブートする必要があります。

vx_bc_bufhwm

（Veritas File System）VxFS メタデータバッファキャッシュ
の高水準点。このチューニングパラメータを有効にするには、
システムを再ブートする必要があります。

vxfs_mbuf

（Veritas File System）VxFS バッファキャッシュに対して使
われる最大メモリ。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vxfs_ninode

（Veritas File System）VxFS i ノードテーブル内のエントリ
の数。このチューニングパラメータを有効にするには、システ
ムを再ブートする必要があります。

write_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在できるサイ
ズ write_pref_io の並列書き込み要求の数。インストーラは
write_nstream のシステムデフォルト値のみを設定します。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラメータ
の設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

write_pref_io

（Veritas File System）優先書き込み要求サイズ。インストー
ラは write_pref_io のシステムデフォルト値のみを設定しま
す。特定のブロックデバイスに対するこのチューニングパラ
メータの設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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D
応答ファイルを使った I/O
フェンシングの設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 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

Storage Foundation Cluster File System High Availability 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.414 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.416 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.412 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.415 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/installsfcfsha -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 D-1 では、SFCFSHA 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 D-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.412 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}="SFCFSHA60";
$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(sdx sdy sdz) ];
$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 D-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 D-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}="SFCFSHA60";
$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 D-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.82 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの Storage Foundation Cluster File
System High Availability 用 I/O フェンシングについて」 を参照してください。
表 D-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}="SFCFSHA60";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;

E
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。
■

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定につい
て

■

ssh の手動設定とパスワードを使わない ssh

■

ssh セッションの再起動

■

Linux の rsh の有効化

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェ
ル通信モードの設定について
Veritas ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、クラスタをインストールして
設定するには、ノード間で通信を確立する必要があります。インストーラが実行されるノー
ドは、rsh（リモートシェル）または ssh（セキュアシェル）ユーティリティを実行するための
権限を持つ必要があります。インストーラを実行するには、Veritas ソフトウェアをインス
トールするシステムのスーパーユーザー権限を使う必要があります。
セキュアシェル（ssh）またはリモートシェル（rsh）を使って製品をリモートシステムにインス
トールできます。シマンテック社では、rsh よりも安全な ssh を使うことをお勧めします。
この項では、パスワードを使用せずに ssh の通信を設定する方法を説明します。この例
では、インストールディレクトリのあるソースシステム（system1）と、ターゲットシステム
（system2）の間に ssh を設定します。この手順は、ターゲットシステムが複数ある場合に
も当てはまります。
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メモ: スクリプトベースと Web ベースのインストーラは、パスワード不要通信の確立をサ
ポートします。

ssh の手動設定とパスワードを使わない ssh
ssh プログラムを使うことで、リモートシステムにログインしてコマンドを実行できます。ssh
によって、安全でないネットワーク上の 2 つの信頼できないホスト間で、暗号化通信と認
証処理を実現できます。
この手順では、最初に DSA キーペアを作成します。キーペアから、ソースシステムからの
公開キーをターゲットシステム上の authorized_keys ファイルに追加します。
図 E-1 に、この手順を示します。
DSA キーペアを作成してターゲットシステムに追加する

図 E-1

ソースシステム: system1
秘密
キー

ターゲットシステム:
system2

公開
キー

authorized_keys
ファイル

ssh を有効にする前に、ssh のマニュアルとオンラインマニュアルページをお読みくださ
い。ssh の設定に関する問題が発生した場合は、オペレーティングシステムサポートプロ
バイダにお問い合わせください。
オンラインマニュアルやその他のリソースを利用するには、OpenSSH の Web サイト
（http://openssh.org）にアクセスしてください。
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DSA キーペアを作成するには

1

ソースシステム（system1）で、root としてログインし、ルートディレクトリに移動しま
す。
system1 # cd /root

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。
system1 # 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 (/root/.ssh/id_dsa):

3

Enter キーを押して、デフォルトの /root/.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れま
す。

4

パスフレーズの入力を求められたら、Enter キーを 2 回押します。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

パスフレーズを入力しません。Enter キーを押します。
Enter same passphrase again:

Enter キーを再度押します。

5

次の行のような出力が表示されます。
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
1f:00:e0:c2:9b:4e:29:b4:0b:6e:08:f8:50:de:48:d2 root@system1
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安全なファイル転送を使って、ソースシステムからの公開キーをターゲットシステムの
authorized_keys ファイルに追加するには

1

ソースシステム（system1）からターゲットシステム（system2）上の一時ファイルに公
開キーを移動します。
安全なファイル転送プログラムを使ってください。
この例では、ルートディレクトリ内のファイル名 id_dsa.pub が、公開キーの一時ファ
イルの名前です。
安全なファイル転送のために次のコマンドを使ってください。
system1 # sftp system2

このシステムで安全なファイル転送が初めて設定された場合、以下のような出力が
表示されます。
Connecting to system2 ...
The authenticity of host 'system2 (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9f:61:91:9d:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:88:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

2

「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 'system2,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@system2 password:

3

system2 の root パスワードを入力します。

4

sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /root/.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /root/.ssh/id_dsa.pub to /root/id_dsa.pub

5

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
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6
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ターゲットシステムの authorized_keys ファイルに id_dsa.pub キーを追加しま
す。ターゲットシステム（この例では system2）で ssh セッションを開始するには、
system1 で次のコマンドを入力します。
system1 # ssh system2

プロンプトで system2 の root パスワードを入力します。
password:

system2 で次のコマンドを入力します。
system2 # cat /root/id_dsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
system2 # rm

7

/root/id_dsa.pub

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 id_dsa.pub キーもローカル authorized_keys ファイルに追加してくださ
い。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。
ローカル authorized_keys ファイルにローカルシステム id_dsa.pub キーを追加
するには、次のコマンドを入力します。
system1 # cat /root/.ssh/id_dsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys

8

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。ssh セッションが期限切
れになるか終了した場合は、これらのコマンドを実行してセッションを更新することも
できます。プライベートキーがシェル環境に追加され、root ユーザーがグローバル
に使えるようになります。
system1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
system1 # ssh-add
Identity added: /root/.ssh/id_dsa

これはシェル固有の手順で、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。
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ターゲットシステムに接続できることを確認するには

1

ソースシステム（system1）で次のコマンドを入力します。
system1 # ssh -l root system2 uname -a

system2 は、ターゲットシステムの名前です。

2

このコマンドがソースシステム（system1）からターゲットシステム（system2）に実行
されると、パスフレーズやパスワードを要求されなくなります。

3

ターゲットシステムごとにこの手順を繰り返します。

ssh セッションの再起動
この手順が完了した後に、次のシナリオのいずれかで ssh を再起動できます。
■

ターミナルセッションが閉じた後

■

新しいターミナルセッションが開いた後

■

システムが再起動した後

■

ssh を起動してから長い時間が経過し、ssh を更新する必要がある場合

ssh を再起動するには

1

ソースインストールシステム（system1）で、秘密キーをシェル環境に追加します。
system1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL

2

root ユーザーがそのキーをグローバルに使えるようにします。
system1 # ssh-add

Linux の rsh の有効化
次の項では、リモートシェルを有効にする方法について説明します。
Veritas 製品のインストールのためにセキュアシェル環境を設定することをお勧めします。
p.420 の 「ssh の手動設定とパスワードを使わない ssh」 を参照してください。
リモートシェルの設定について詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照し
てください。
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rsh を有効にするには

1

rsh および rsh-server パッケージがインストールされていることを確認するには、

次のコマンドを入力します。
# rpm -qa | grep -i rsh
/etc/securetty ファイルにまだ "rsh" 行がない場合は、次のコマンドを入力して

追加します。
# echo "rsh" >> /etc/securetty

2

/etc/init.d/rsh で disable=no に変更します。

3

/etc/pam.d/rsh ファイル内で、auth タイプを required から sufficient に変

更します。
auth

sufficient

4

「promiscuous」フラグを /etc/pam.d/rsh and /etc/pam.d/rlogin の項目
「pam_rhosts_auth.so」の後に追加します。

5

rsh サーバーを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# chkconfig rsh on

6

.rhosts ファイルを修正します。.rhosts ファイルの各行には、各リモートシステム

の完全修飾ドメイン名または IP アドレスが記述されています。このファイルには、ロー
カルシステムへのアクセス権を持っているユーザーの名前も記述されています。たと
えば、root ユーザーが system2 から system1 にリモートアクセスする必要がある
場合は、次のコマンドを入力することで、system1 上の .rhosts ファイルに
system2.companyname.com エントリを追加します。
# echo "system2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

7

Veritas 製品をインストールします。
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rsh を無効にするには

1

/etc/securetty ファイル内の rsh エントリを削除します。

2

次のコマンドを入力することで rsh サーバーを無効にします。
# chkconfig rsh off

3

インストール手順を完了したら、セキュリティを確保するため、各ユーザーの $HOME
ディレクトリから .rhosts ファイルを削除します。
# rm -f $HOME/.rhosts

F
Storage Foundation Cluster
File System High
Availability のコンポーネン
ト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability インストール
RPMs

■

Veritas Cluster Server インストールRPMs

■

Veritas Cluster File System インストールRPMs

■

Veritas Storage Foundation で廃止および再編成されたインストールRPMs

Veritas Storage Foundation Cluster File System High
Availability インストールRPMs
表 F-1 に、Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の各
英語RPMのRPM名と内容を示します。この表には、最小限、推奨構成、拡張のいずれ
の設定を選択するのかに基づいて、どのRPMsをインストールするのかに関するガイドラ
インも示します。
すべての Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability と VCS
（Veritas Cluster Server）RPMsをインストールした場合、組み合わせた機能性を Veritas
Storage Foundation Cluster File System High Availability and High Availability
と呼びます。
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p.430 の 「Veritas Cluster Server インストールRPMs」 を参照してください。
表 F-1

Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability
RPMs

RPM

内容

設定

VRTSaslapm

Veritas ASL（Array Support Library）と 最小
APM（Array Policy Module）のバイナリ
各種ストレージアレイのサポートと互換性の
ために必要です。

VRTSperl

Perl 5.12.2 for Veritas

最小

VRTSvlic

Veritas ライセンスユーティリティ

最小

Storage Foundation ライセンスキーをデ
コードするために必要な、ライセンスキーの
レイアウトファイルをインストールします。標
準ライセンスキーユーティリティ vxlicrep、
vxlicinst、vxlictest を提供します。
VRTSvxfs

Veritas File System バイナリ

最小

VxFS ファイルシステムサポートのために必
要。
VRTSvxvm

Veritas Volume Manager バイナリ、スク 最小
リプトとユーティリティ。VxVM ボリュームマ
ネージャサポートのために必要。

VRTSdbed

Veritas Storage Foundation for
Databases

推奨構成

VRTSob

Veritas Enterprise Administrator

推奨構成

VRTSodm

Veritas ODM Driver for VxFS

推奨構成

Veritas Extension for Oracle Disk
Manager は、Oracle9i および 10g 用に特
に設計された、独自のストレージインター
フェースです。Oracle Disk Manager によ
り、Oracle 9i および 10g の性能が改善さ
れ、システム帯域幅を管理できます。
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RPM

内容

設定

VRTSsfcpi60

Veritas Storage Foundation 共通製品イ 最小
ンストーラ
Storage Foundation 共通製品インストー
ラ RPM には、次を実行するインストーララ
イブラリと製品スクリプトが含まれます。
■

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

これら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にできます。
VRTSsfmh

Veritas Storage Foundation 管理対象ホ 推奨構成
スト
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。
推奨構成

VRTSspt

Veritas Software Support Tools

VRTSvcsdr

Veritas Cluster Server ディスク予約用の 推奨構成
バイナリが含まれています。

VRTSfsadv

最小 シマンテック社の Veritas File
System Advanced Solutions

VRTSfssdk

Veritas File System Software Developer すべて
Kit
VxFS API の場合、RPMにはパブリック
Software Developer Kit（ヘッダー、ライ
ブラリ、サンプルコード）があります。ユー
ザープログラムで VxFS API を使う場合に
必要です。

最小
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RPM

内容

設定

VRTSlvmconv

Symantec LVM（Logical Volume
Manager）ボリュームコンバータ

すべて

メディアの内容を再整列することによって
オフラインの Linux LVM 管理対象ボリュー
ムを VxVM ボリュームに変換します。

Veritas Cluster Server インストールRPMs
表 F-2 には VCS（Veritas Cluster Server）の各英語RPMのRPM名と内容を示します。
この表には、最小、推奨、拡張のいずれの設定を選択するのかに基づいて、どのRPMs
をインストールするのかに関するガイドラインも示します。
すべての Storage Foundation と VCS RPMsをインストールした場合、組み合わせた機
能性を Storage Foundation and High Availability と呼びます。
p.427 の 「Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability インス
トールRPMs」 を参照してください。
表 F-2

VCS インストールRPMs

RPM

内容

設定

VRTSgab

Veritas Cluster Server Group
Membership and Atomic Broadcast
（GAB）サービス

最小

VRTSllt

Veritas Cluster Server Low Latency
Transport

最小

VRTSamf

Veritas Cluster Server Asynchronous
Monitoring Framework

最小

VRTSvcs

Veritas Cluster Server

最小

VRTSvcsag

Veritas Cluster Server Bundled Agents 最小

VRTSvxfen

Veritas I/O Fencing

VRTSvcsea

統合されたデータベースとエンタープライ 推奨
ズエージェントのRPMs

最小
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RPM

内容

設定

VRTScps

Veritas Coordination Point Server

すべて

Coordination Point Server は I/O フェン
シングの代替機構です。クライアント/サー
バーアーキテクチャを使って I/O フェンシ
ングを実装し、複数の VCS クラスタに I/O
フェンシングを提供できます。

Veritas Cluster File System インストールRPMs
表 F-3 には CFS（Veritas Cluster File System）の各英語RPMのRPM名と内容を示し
ます。この表には、最小、推奨、拡張のいずれの設定を選択するのかに基づいて、どの
RPMsをインストールするのかに関するガイドラインも示します。
すべての CFS RPMsと、Storage Foundation と Veritas Cluster Server で構成される
すべてのRPMsをインストールした結果の機能性を Storage Foundation Cluster File
System と呼びます。
p.427 の 「Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability インス
トールRPMs」 を参照してください。
p.430 の 「Veritas Cluster Server インストールRPMs」 を参照してください。
表 F-3

CFS インストールRPMs

RPM

内容

設定

VRTScavf

Veritas Cluster Server Agents for
最小
Storage Foundation Cluster File System

VRTSglm

Veritas Group Lock Manager for
最小
Storage Foundation Cluster File System

VRTSgms

Veritas Group Messaging Services for 推奨
Storage Foundation Cluster File System

Veritas Storage Foundation で廃止および再編成され
たインストールRPMs
表 F-4 は Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability の廃
止、または再編成された RPMs をリストします。
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表 F-4

Veritas Storage Foundation で廃止および再編成されたRPMs

RPM

説明

6.0 では廃止されて再編成された
VRTSat

廃止

VRTSatClient

廃止

VRTSatServer

廃止

5.1 では廃止されて再編成された
インフラストラクチャ
SYMClma

廃止

VRTSaa

VRTSsfmh に統合

VRTSccg

VRTSsfmh に統合

VRTSdbms3

廃止

VRTSicsco

廃止

VRTSjre

廃止

VRTSjre15

廃止

VRTSmh

VRTSsfmh に統合

VRTSobc33

廃止

VRTSobweb

廃止

VRTSobgui

廃止

VRTSpbx

廃止

VRTSsfm

廃止

VRTSweb

廃止

製品RPM
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RPM

説明

VRTSacclib

廃止
次の情報は、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て、インストール、アップ
グレード、およびアンインストールを行うためのも
のです。
新規インストールの場合、VRTSacclib はイ
ンストールされません。
■ アップグレードの場合、VRTSacclib はアン
インストールされません。
■ アンインストールの場合、VRTSacclib はア
ンインストールされません。
■

VRTSalloc

廃止

VRTScmccc

廃止

VRTScmcm

廃止

VRTScmcs

廃止

VRTScscm

廃止

VRTScscw

廃止

VRTScsocw

廃止

VRTScssim

廃止

VRTScutil

廃止

VRTSd2gui-common

VRTSdbed に統合

VRTSdb2ed-common

VRTSdbed に統合

VRTSdbcom-common

VRTSdbed に統合

VRTSdbed-common

VRTSdbed に統合

VRTSdcli

廃止

VRTSddlpr

廃止

VRTSdsa

廃止

VRTSfsman

製品のメイン RPM に含まれる。

VRTSfsmnd

製品のメイン RPM に含まれる。
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RPM

説明

VRTSfspro

VRTSsfmh に統合

VRTSmapro-common

VRTSsfmh に統合

VRTSodm-common

VRTSodm に統合

VRTSodm-platform

VRTSodm に統合

VRTSorgui-common

廃止

VRTSvcsdb

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsmn

VRTSvcs に統合

VRTSvcsor

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsvr

VRTSvcs に統合

VRTSvdid

廃止

VRTSvmman

製品のメイン RPM に含まれる。

VRTSvmpro

VRTSsfmh に統合

VRTSvrpro

VRTSob に統合

VRTSvrw

廃止

VRTSvxfs- common

VRTSvxfs に統合

VRTSvxfs- platform

VRTSvxfs に統合

VRTSvxmsa

廃止

VRTSvxvm-common

VRTSvxvm に統合

VRTSvxvm- platform

VRTSvxvm に統合

マニュアル

マニュアルRPMはすべて廃止

G
高可用性エージェントの情
報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エージェントについて

■

エージェントのインテリジェントなリソースの監視の手動による有効化と無効化

■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd エージェント

エージェントについて
エージェントは、1 つのタイプのすべての設定されたリソースを起動、停止および監視し、
それらの状態を VCS（Veritas Cluster Server）に報告するプロセスとして定義されます。
エージェントはエントリポイントと属性の両方を持ちます。エントリポイントは別名エージェ
ント機能ともいい、このマニュアルでは「エージェント機能」と呼ばれます。
属性はエージェントに関するデータを含みます。1 つの属性には、定義と値があります。
アプリケーションサービスをパブリックネットワークに提供するためにともに働く個々のコン
ポーネントとして定義されたリソースを設定するために、属性値を変更します。たとえば、
リソースとしては、ディスクやネットワークインターフェースカードなどの物理コンポーネン
ト、Oracle や Web サーバーなどのソフトウェアコンポーネント、IP アドレスやマウントされ
たファイルシステムなどの設定コンポーネントがあります。
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属性は、ある設定ではオプションである属性が別の設定では必須である場合があります
が、オプションかまたは必須のどちらかです。多くの省略可能な属性には事前定義済み
の値（デフォルト値）があり、必要に応じて変更できます。内部使用の属性もあります。 こ
れらの属性を変更しないでください。変更すると、クラスタで重要な問題が起きる可能性
があります。属性には型と値の種類があります。 一部の属性値では数字を指定でき、そ
の他の属性値では英数字の値、または英数字の値のグループを指定できます。その他
にはブールのオンまたはオフの値のみを指定できる属性値があります。
各 SFCFSHA エージェントのエントリポイントおよび属性はこの付録で説明されます。

SFCFSHA に含まれる VCS エージェント
SFCFSHA は次の VCS エージェントを含みます。
■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd

■

コーディネーションポイントエージェント

SFCFSHA インストールは自動的に CVMCluster リソースと CVMVxconfigd リソースを
設定します。
各共有ディスクグループの CVMVolDg エージェントを設定する必要があります。データ
ベースがクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループの各ボリュームに対し
て CFSMount エージェントを設定します。
この付録の情報を使って、上に列挙したエージェントのエントリポイントおよび属性に必要
な設定変更を行ってください。VCS の設定を修正する方法について詳細は、
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

エージェントのインテリジェントなリソースの監視の手動
による有効化と無効化
インテリジェントなリソースの監視を手動で有効または無効にするための次の手順を確認
します。インテリジェントなリソースの監視機能はデフォルトでは有効です。IMF リソースタ
イプ属性により、IMF 対応のエージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する
必要があるかどうかが決まります。
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インテリジェントなリソースの監視を有効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

インテリジェントなリソースの監視を有効にするには、次のコマンドを実行します。
■

オフラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 1

■

オンラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 2

■

オンラインおよびオフライン両方のリソースのインテリジェントな監視を有効にす
るには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 3

3

IMF 属性の MonitorFreq キーと RegisterRetryLimit キーの値を変更します。
属性の定義の表に示されているエージェント固有の推奨事項を確認して、これらの
属性のキーの値を設定します。
p.442 の 「CVMVxconfigd エージェントの属性定義」 を参照してください。
p.448 の 「CFSMount エージェントの属性定義」 を参照してください。
p.452 の 「CFSfsckd エージェントの属性定義」 を参照してください。

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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5

クラスタのすべてのノードで AMF カーネルドライバが設定されていることを確認しま
す。
/etc/init.d/amf status

AMF のカーネルドライバが設定されている場合、出力は次のようになります。
AMF: Module loaded and configured

コマンドにより、AMF ドライバがロードされていないか設定されていないことを示す
出力が返された場合は、AMF ドライバを設定します。
p.439 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

6

エージェントを再起動します。各ノードで次のコマンドを実行します。
# haagent -stop agent_name -force -sys sys_name
# haagent -start agent_name -sys sys_name

インテリジェントなリソースの監視を無効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

特定の種類のすべてのリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効に
するには、次のコマンドを実行します。
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 0

3

特定のリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効にするには、次のコ
マンドを実行します。
# hares -override resource_name IMF
# hares -modify resource_name IMF -update Mode 0

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

メモ: VCS はエージェントの IMF 機能の有効と無効を切り替えるために haimfconfig ス
クリプトを提供します。実行または停止状態の VCS のスクリプトを使うことができます。スク
リプトを使用して、IMF 対応の付属エージェント、エンタープライズエージェント、カスタム
エージェントに IMF の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』の「スクリプトを使用したエージェント用の IMF の有効化と無効化」を参照
してください。
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AMF カーネルドライバの管理
AMF カーネルドライバを起動または停止するための次の手順を確認します。
AMF カーネルドライバを起動するには

1

AMF_START 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定します。
/etc/sysconfig/amf

2

AMF カーネルドライバを起動します。次のコマンドを実行します。
/etc/init.d/amf start

AMF カーネルドライバを停止するには

1

AMF_START 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定します。
/etc/sysconfig/amf

2

AMF カーネルドライバを停止します。次のコマンドを実行します。
/etc/init.d/amf stop

CVMCluster エージェント
CVMCluster エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）に関連付けられたク
ラスタポートでシステムメンバーシップを制御します。
CVMCluster エージェントは、次の機能を実行します。
■

CVM クラスタポートにノードを接続します。

■

CVM クラスタポートからノードを削除します。

■

ノードのクラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントのエントリポイント
表 G-1 は、CVMCluster エージェントによって使われるエントリポイントを説明します。
表 G-1

CVMCluster エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

CVM クラスタポートにノードを接続します。共有ディスクグループを自動イン
ポートすることにより、Volume Manager クラスタ機能を有効にします。
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エントリポイント

説明

Offline

CVM クラスタポートからノードを削除します。

Monitor

ノードの CVM クラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントの属性定義
表 G-2 は、CVMCluster のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
表 G-2
属性

説明

CVMClustName

クラスタ名
■

CVMNodeAddr

データ形式と値の種類: 文字列 - 関連

関連リスト第 1 部分はシステムに名前付けします。第 2 部分はシステムの LLT ID 番号を含みます。
■

CVMTransport

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

ホスト名と IP アドレスのリスト
■

CVMNodeId

CVMCluster エージェントの属性

データ形式と値の種類: 文字列 - 関連

クラスタのメッセージサービスを指定します。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは gab です。

メモ: この値は変更しないでください。
PortConfigd

vxconfigd レベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

PortKmsgd

カーネルレベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

CVMTimeout

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

CVM クラスタの再設定で使われるタイムアウト（秒）。
■

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

■

デフォルトは 200 です。

CVMCluster エージェントタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMCluster (
static int InfoTimeout = 0
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMTransport, CVMClustName,
CVMNodeAddr, CVMNodeId, PortConfigd, PortKmsgd,
CVMTimeout }
NameRule = ""
str CVMClustName
str CVMNodeAddr{}
str CVMNodeId{}
str CVMTransport
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
)

メモ: 属性 CVMNodeAddr、PortConfigd、PortKmsgd は SFCFSHA 環境では使われま
せん。クラスタ通信メッセージサービスに必要な機能である GAB は、これらの属性を使い
ません。

CVMCluster エージェントの設定例
次に示すのは、CVMCluster サービスグループの定義例です。
CVMCluster cvm_clus (
Critical = 0
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { galaxy = 0, nebula = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd エージェント
CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモンを起動して監視します。vxconfigd
デーモンは、ディスクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更をカーネルに伝え
て、ディスクに保存されている設定情報を変更します。CVMVxconfigd は、CVM サービ
スグループに存在する必要があります。
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CVMVxconfigd は OnOnly エージェントです。このエージェントは、クラスタが起動する
とリソースを起動し、必要に応じていつでも VCS によって再起動されます。Operations
属性は、スタートアップ時におけるこれらのデフォルトの動作を指定します。
syslog オプションを指定して vxconfigd デーモンを起動し、デバッグメッセージのログ

出力を有効にするようお勧めします。SFCFSHA インストールでは、 CVMVxconfigd エー
ジェントに syslog オプションを設定することに注意してください。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF （Intelligent Monitoring Framework）
とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

CVMVxconfigd エージェントのエントリポイント
表 G-3 は CVMVxconfigd エージェントのエントリポイントを説明します。
表 G-3

CVMVxconfigd エントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxconfigd デーモンを起動します。

Offline

N/A

Monitor

vxconfigd デーモンが実行されているかどうかを監視します。

imf_init

AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントを初期化しま
す。この機能は、エージェントが起動すると実行されます。

imf_getnotification

vxconfigd プロセスの状態についての通知を取得します。この機能
は、AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化さ
れた後に実行されます。この機能は継続的に通知を待機します。
vxconfigd プロセスが失敗した場合、この機能は、従来の
CVMVxconfigd の monitor エントリポイントを開始します。

imf_register

vxconfigd プロセス ID （pid）の AMF カーネルモジュールへの登録
および登録解除を行います。この機能は、リソースが安定したオンライ
ン状態に入った後に実行されます。

CVMVxconfigd エージェントの属性定義
表 G-4 は CVMVxconfigd リソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
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表 G-4

CVMVxconfigd エージェント属性

属性

説明

CVMVxconfigdArgs

online エントリポイントに送られる引数の一覧。
常に syslog オプションを指定することをお勧めします。
■

IMF

データ形式と値の種類: keylist

このリソースタイプレベルの属性は、CVMVxconfigd エージェントがインテリジェントなリソースの
監視を実行する必要があるかどうかを決定します。リソースレベルでこの属性の値を上書きする
こともできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリ
ソースについてはポーリングベースの監視を実行する
デフォルト: 0
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定
します。このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する
必要がある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェント
はポーリングベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェン
ト機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要が
ある回数が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リ
ソースの状態が変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無
効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値の種類: 整数 - 関連

エージェントタイプの IMF 属性について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

CVMVxconfigd エージェントのタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
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type CVMVxconfigd (
static int FaultOnMonitorTimeouts = 2
static int RestartLimit = 5
static str ArgList[] { CVMVxconfigdArgs }
static str Operations = OnOnly
keylist CVMVxconfigdArgs
)

CVMVxconfigd エージェントの設定例
次に示すのは、CVM サービスグループの CVMVxconfigd リソースの定義例です。
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

CVMVolDg エージェント
CVMVolDg エージェントは、次の機能を実行することで、CVM ディスクグループとディス
クグループ内の CVM ボリュームおよびボリュームセットを管理します。
■

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートする

■

ディスクグループのボリュームおよびボリュームセットを起動する

■

ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットを監視する

■

オプションで、依存関係にあるアプリケーションがオフラインになったときに、ディスク
グループをデポートします。エージェントがディスクグループをデポートするのは、適
切な属性が設定されている場合のみです。

Oracle サービスグループが使う各ディスクグループに CVMVolDg エージェントを設定し
ます。1 つのディスクグループは、1 つの Oracle サービスグループに対してのみ設定し
ます。データベースにクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループ内の各ボ
リュームまたはボリュームセットに CFSMount エージェントを設定します。

CVMVolDg エージェントのエントリポイント
表 G-5 は、CVMVolDg エージェントにより使われるエントリポイントを説明します。
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CVMVolDg エージェントのエントリポイント

表 G-5
エントリポイント

説明

Online

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートします（ディ
スクグループがまだインポートされていない場合）。
CVMVolume 属性により指定された共有ディスクグループ内のすべて
のボリュームおよびボリュームセットを起動します。
CVMActivation 属性の値が sw に設定されている場合は、ディスクグ
ループアクティブ化モードを shared-write に設定します。アクティブ化
モードは、スレーブシステムとマスターシステムのいずれにも設定できま
す。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Offline

CVMDeportOnOffline 属性が 1 に設定されていて、クラスタ内のい
ずれのノードにおいても共有ディスクグループに起動しているボリュー
ムが含まれない場合、ディスクグループが CVM マスターノードからデ
ポートされます。
Monitor

ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットがオンラインであ
るかどうかを判断します。
監視サイクルでボリュームセットのファイルシステムメタデータのボリュー
ムがオフラインであることが検出された場合、エージェントはボリューム
セットをオフラインにします。

メモ: CFSMount リソースがオフラインになり、ボリュームセットのファイ
ルシステムがマウントを解除された場合、ボリュームセットのファイルシス
テムメタデータのボリュームがオフラインであっても、エージェントはボ
リュームセットのオンラインの状態を保持します。 これは、CVMVolDg
エージェントが、オフラインのボリュームがメタデータのボリュームである
かどうかを判断できないためです。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Clean

CVMVolDg エージェントの属性定義
表 G-6 は、CVMVolDg のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
CVMVolDg エージェントの属性

表 G-6
属性

説明

CVMDiskGroup（必須）

共有ディスクグループ名
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
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属性

説明

CVMVolume（必須）

共有ボリュームまたはボリュームセットの名前。このリストは、リソースのオンライン化を許可す
る前にボリュームまたはボリュームセットが正しい状態にあることを確認するか、ボリュームが
有効化の状態のままであることを確認するために使用されます。
■

CVMActivation（必須）

データ形式と値の種類: 文字列 - キーリスト

ディスクグループのアクティブ化モード。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは sw（共有書き込み） です。

これはローカライズされた属性です。
CVMVolumeIoTest（オプショ 可用性をテストするために定期的にポーリングされるボリュームとボリュームセットのリスト。リス
ン）
ト内の最大 10 個のボリュームまたはボリュームセットに対して、ポーリングは監視サイクルごと
に 4 KB の読み込みで行われます。ボリュームセットの場合、読み取りは、各ボリュームセット
の最大 10 のコンポーネントボリュームに対して行われます。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - キーリスト

CVMDeportOnOffline （オプ ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、共有
ション）
ディスクグループをデポートする必要があるかどうかを示します。
値 1 は、ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったとき
に、エージェントが共有ディスクグループを CVM マスターノードからデポートすることを示しま
す（まだデポートされていない場合）。
値 0 は、CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、エージェントが共有ディスクグルー
プをデポートしないことを示します。
■

データ形式と値の種類: 静的整数 - スカラー

■

デフォルトは 0 です。

メモ: 共有ディスクグループに複数の CVMVolDg リソースが設定されている場合は、すべて
のリソースで属性値を 1 または 0 に設定します。
CVM ディスクグループは、CVMVolDg リソースがオフラインになる順序に基づいてデポート
されます。ディスクグループの CVMVolDg リソースで、CVMDeportOnOffline 属性の設
定に 1 と 0 が混在している場合、オフラインになった最後の CVMVolDg リソースの属性値が
1 の場合にのみディスクグループがデポートされます。オフラインになった最後の CVMVolDg
リソースの属性値が 0 の場合は、ディスクグループはデポートされません。
共有ディスクグループに起動しているボリュームが含まれている場合、デポート操作は失敗し
ます。

CVMVolDg エージェントタイプの定義
CVMVolDg タイプ定義は CVMTypes.cf ファイルに登録されています。
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type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation, CVMVolume }
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume, CVMActivation,
CVMVolumeIoTest, CVMDGAction, CVMDeportOnOffline }
str CVMDiskGroup
str CVMDGAction
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolumeIoTest
int CVMDeportOnOffline
temp int voldg_stat
)

CVMVolDg エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CVMVolDg リソースタイプを定義する必要があり
ます。次はサンプル設定です。
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskgroup = testdg
CVMVolume = { vol1, vol2, mvol1, mvol2, snapvol, vset1 }
CVMVolumeIoTest = { snapvol, vset1 }
CVMActivation @system1 = sw
CVMActivation @system2 = sw
CVMDeportOnOffline = 1
)

CFSMount エージェント
CFSMount エージェントは、クラスタファイルシステムのマウントポイントをオンラインまた
はオフラインにし、監視します。
エージェントの実行形式ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSMount/CFSMountAgent
にあります。
CFSMount のタイプ定義は、/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに記述
されています。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF （Intelligent Monitoring Framework）
とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。
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CFSMount エージェントのエントリポイント
表 G-7 は CFSMount エージェントのエントリポイントを提供します。
表 G-7

CFSMount エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

ブロックデバイスをクラスタモードでマウントします。

Offline

ファイルシステムをマウント解除します。必要な場合には強制的にマウント解
除し、プライマリをセカンダリに設定します。

Monitor

ファイルシステムがマウントされているかどうかを調べます。fsclustadm コ
マンドでマウントの状態を確認します。

Clean

クラスタファイルシステムマウントに対して空の処理を生成します。

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_
getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行
されます。 この機能は継続的に通知を待機し、通知後にリソースでアクショ
ンを実行します。

imf_register

リソースエンティティの AMF カーネルモジュールへの登録および登録解除
を行います。 この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフラ
イン）に入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSMount エージェントの属性定義
表 G-8 は、CFSMount エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
表 G-8

CFSMount エージェント属性

属性

説明

MountPoint

マウントポイントのディレクトリ。
■

BlockDevice

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

マウントポイントのブロックデバイス。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー
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属性

説明

NodeList

マウントするノードのリスト。NodeList が NULL の場合、エージェントはサービスグループのシステムリス
トを使います。
■

IMF

データ形式と値の種類: 文字列 - キーリスト

CFSMount エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定するリ
ソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能を
呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数
が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が
変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値の種類: 整数 - 関連

p.436 の 「エージェントのインテリジェントなリソースの監視の手動による有効化と無効化」 を参照してくだ
さい。
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属性

説明

MountOpt

mount コマンドのオプション。有効な MountOpt 属性の文字列を作成するには、次の条件を満たす必
要があります。

（オプション）

■

VxFS タイプに固有のオプションのみを使います。

■

-o フラグを使って VxFS 固有のオプションを指定しないでください。

■

-t vxfs ファイルシステムタイプオプションを使わないでください。

■

クラスタオプションは必須ではないことを確認します。

■

オプションをカンマ区切りリストで指定します。
ro
ro,cluster
blkclear,mincache=closesync

■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

Policy（オプション） クラスタファイルシステムで、プライマリに障害が起きた場合にプライマリとなる可能性のあるノードの一
覧。NULL に設定されている場合や、プライマリに障害が起きたときに一覧に指定されているホストのい
ずれもアクティブでなかった場合、プライマリとなる可能性があるアクティブノードの集合からノードが無
作為に選択されます。
■

データ形式と値の種類: 文字列 - スカラー

CFSMount エージェントのタイプの定義
CFSMount エージェントのタイプ定義は CFSTypes.cf ファイルに登録されています。
type CFSMount (
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList, ForceOff, SetPrimary }
static keylist SupportedActions = { primary }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int OnlineWaitLimit = 1
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, MountOpt, Primary, AMFMountType }
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp str Primary
str SetPrimary
temp str RemountRes
temp str AMFMountType
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str ForceOff
)

CFSMount エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CFSMount リソースタイプを定義する必要があり
ます。
CFSMount ora_mount (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol1"
Primary = nebula;
)

より詳しい例で定義された CFSMount は、次を参照してください。

CFSfsckd エージェント
CFSfsckd エージェントは、vxfsckd プロセスの開始、停止、監視を行います。CFSfsckd
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSfsckd/CFSfsckdAgent
です。タイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに格納され
ます。設定は cfscluster config コマンドの実行後に main.cf ファイルに追加されま
す。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。IMF （Intelligent Monitoring Framework）
とインテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

CFSfsckd エージェントのエントリポイント
表 G-9 に CFSfsckd エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 G-9

CFSfsckd エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxfsckd プロセスを開始します。

Offline

vxfsckd プロセスを強制終了します。

Monitor

vxfsckd プロセスが実行されているかどうかを調べます。

Clean

CFS マウントポイントを null にします。
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エントリポイント

説明

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_
getnotification

リソースの状態の変更についての通知を取得します。この機能は、AMF カー
ネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行され
ます。この機能は継続的に通知を待機し、通知後にリソースでアクションを
実行します。

imf_register

リソースエンティティの AMF カーネルモジュールへの登録および登録解除
を行います。この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフラ
イン）に入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSfsckd エージェントの属性定義
表 G-10 は、CFSfsckd エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
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表 G-10

CFSfsckd エージェントの属性

属性

説明

IMF

CFSfsckd エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定するリ
ソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次の通りです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない

1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
■ MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能を
呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数
が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が
変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値の種類: 整数 - 関連

p.436 の 「エージェントのインテリジェントなリソースの監視の手動による有効化と無効化」 を参照してくだ
さい。

CFSfsckd エージェントのタイプの定義
CFSfsckd タイプ定義を以下に示します。
type CFSfsckd (
static int RestartLimit = 1
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str ActivationMode{}
)

CFSfsckd エージェントの設定例
CFSfsckd 設定の例を以下に示します。
CFSfsckd vxfsckd (
)

H
トラブルシューティング情報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

トラブルシューティング情報

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストール問題

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability の問題

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。

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。
p.52 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

トラブルシューティング情報
VRTSspt RPMでは、システムのトラブルシューティングと設定情報の収集を行うための
一連のツールが提供されます。これらのツールを使って、Veritas File System と Veritas
Volume Manager のメタデータ情報を収集し、ファイルシステムとボリュームマネージャ
のパフォーマンスを測定するための各種ベンチマークを確立できます。これらのツールは
Veritas 製品の操作には必要ありませんが、シマンテック社サポートとの間でサポートイ
ンシデントを開く必要が生じたときのためにインストールすることをお勧めします。ツール
の使用法や用途に習熟していない場合は、十分注意して利用するか、シマンテック社サ
ポートと協力して使ってください。

Storage Foundation Cluster File System High
Availability のインストール問題
SFCFSHA をインストールしていて何らかの問題に遭遇した場合は、典型的な問題とその
解決法について、以下を参照してください。

リモートシステムの root に対する不正な操作権限
操作権限が不適切です。インストールしている各システムに対し、リモート root アクセス
権限を持っていることを確認します。
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Failed to setup rsh communication on 10.198.89.241:
'rsh 10.198.89.241 <command>' failed
Trying to setup ssh communication on 10.198.89.241.
Failed to setup ssh communication on 10.198.89.241:
Login denied
Failed to login to remote system(s) 10.198.89.241.
Please make sure the password(s) are correct and superuser(root)
can login to the remote system(s) with the password(s).
If you want to setup rsh on remote system(s), please make sure
rsh with command argument ('rsh <host> <command>') is not
denied by remote system(s).
Either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication
Would you like the installer to setup ssh/rsh communication
automatically between the nodes?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q] (y) n
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
The ssh permission denied on 10.198.89.241
rsh exited 1 on 10.198.89.241
either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication

推奨される解決法: ssh または rsh を使ったリモートアクセスを許可するよう、システムを
セットアップする必要があります。
p.419 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。
メモ: SFCFSHA のインストールと設定の完了後、リモートシェル操作権限を削除します。

アクセスできないシステム
指定したシステムにアクセスできません。この理由としては、システム名が誤って入力され
た、システムがネットワーク経由で使えないなど、様々な可能性があります。
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Verifying systems: 12% ....................................
Estimated time remaining: 0:10 1 of 8
Checking system communication .............................. Done
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
cannot resolve hostname host1
Enter the system names separated by spaces: q,? (host1)

推奨される解決法: システム名を正しく入力したことを確認します。ホストのアクセス可能
性を確認するために ping（1M）コマンドを使います。

Storage Foundation Cluster File System High
Availability の問題
デバイスにデバイスエラーまたはコントローラエラーがある場合、ファイルシステムはクラ
スタ全体で無効になることがあります。問題に対応するには、すべてのノードのファイルシ
ステムをマウント解除し、それから完全な fsck を実行します。ファイルシステムのチェック
が完了したら、すべてのノードを再びマウントします。

マウント解除の失敗
umount コマンドは、参照が NFS サーバーによって保持されていると、失敗することがあ

ります。マウントポイントの共有を解除し、再びマウント解除を試みます。

マウントの失敗
ファイルシステムのマウントは次の理由で失敗する可能性があります。
■

ファイルシステムでディスクレイアウトバージョン 7 以降を使用していません。

■

マウントオプションがすでにマウントされたノードのオプションと一致しない。

■

ノードに Quick I/O for Databases ライセンスをインストールしている場合は、qio マ
ウントオプションを明示的に指定しなかった場合でも、クラスタファイルシステムはデ
フォルトで qio オプションを有効にしてマウントされます。Quick I/O ライセンスがイン
ストールされていない場合、クラスタファイルシステムは qio オプションを使用せずに
マウントされます。そのため、クラスタ内のいくつかのノードが Quick I/O ライセンスを
インストールしており、他はそうでない場合、異なるマウントオプションのため、クラスタ
マウントは、あるノードでは成功し、他では失敗する場合があります。この状況を避け
るため、Quick I/O ライセンスが一様に適用されていることを確認するか、またはクラ
スタの各ノードに qio/noqio オプションを適切に指定して、クラスタファイルシステム
を注意深くマウントします。
mount（1M）マニュアルページを参照してください。
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■

共有 CVM ボリュームが指定されていません。

■

デバイスはまだ、クラスタ上のどこかのローカルファイルシステムとしてマウントされて
います。デバイスをマウント解除します。

■ fsck または mkfs コマンドが他のノードから同じボリューム上で実行されているか、ま

たはボリュームが他のノードから非クラスタモードでマウントされています。
■ vxfsckd デーモンが動作していません。これは通常、CFSfsckd エージェントが正常

に起動されなかった場合にのみ発生します。
■ mount

が次のエラーメッセージを出して失敗した場合:

vxfs mount: cannot open mnttab
/etc/mnttab が欠落しているか、または root 権限がありません。
■ mount

が次のエラーメッセージを出して失敗した場合:

vxfs mount: device already mounted, ...

デバイスは同じノードの mount、mkfs または fsck によって使用中です。このエラー
がクラスタ内の他のノードから生成されることはありません。
■

次のエラーメッセージが表示される場合:
mount: slow

ノードはクラスタの結合の処理中である場合があります。
オプションなしで（つまり、共有モードでなく）すでにマウントされている
ファイルシステムを、他のクラスタノードでマウントしようと試みる場合、

■ -o cluster

# mount -t vxfs /dev/vx/dsk/share/vol01 /vol01

次のエラーメッセージが表示されます。
vxfs mount: /dev/vx/dsk/share/vol01 is already mounted,
/vol01 is busy, allowable number of mount points exceeded,
or cluster reservation failed for the volume

コマンドの失敗
この項では、コマンドの失敗について説明します。
コマンドでマニュアルページにアクセスできない。MANPATH 環境変数を適切
に設定してください。
p.28 の 「環境変数の設定」 を参照してください。

■ man
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■ mount、fsck、mkfs

は共有ボリュームを予約するためのユーティリティです。使用中
のボリュームでは失敗します。dd などの他のユーティリティを使って共有ボリュームに
アクセスするときには注意してください。これらのコマンドによってディスク上のデータ
が破壊される可能性があります。

■ vxupgrade -n 7/vol02 などの一部のコマンドを実行すると、次のエラーメッセージ

が生成されることがあります。
vxfs vxupgrade: ERROR: not primary in a cluster file system

これは、このコマンドはプライマリ（このファイルシステムを最初にマウントしたシステム）
でのみ実行できることを示しています。

パフォーマンスの問題
Quick I/O ファイルシステムパフォーマンスは、クラスタファイルシステムが qio オプショ
ンを有効にしてマウントされ、ファイルシステムが Quick I/O ファイルに使われていない場
合、悪影響を及ぼします。 qio はデフォルトで有効になるため、Quick I/O 用に共有ファ
イルシステムを使うことを意図していない場合は、マウントの際、明示的に noqio オプショ
ンを指定します。

高可用性に関する問題
この項では高可用性に関する問題を説明します。

ネットワークパーティションと JEOPARDY
ネットワークパーティション（またはスプリットブレイン）は、ネットワーク障害がクラスタの 1
つ以上のノードの障害として誤って解釈された状態をいいます。クラスタのあるシステム
で、別のシステムに障害が発生したと誤って認識された場合、他のシステム上ですでに
実行されているアプリケーションが再起動され、結果としてデータの破損が生じることがあ
ります。CFS は、冗長なハートビートリンクを設定することで、このような事態を回避しようと
します。
クラスタの整合性を維持するには、少なくとも 1 つのリンクがアクティブである必要があり
ます。すべてのリンクが停止すると、最後のネットワークリンクが切断された後、ノードはク
ラスタ内の他のノードとは通信できなくなります。このため、クラスタは 2 つのとりうる状態
のうちのいずれかになります。最後のネットワークリンクが切断されているか（ネットワーク
分割状態といいます）または正常な状態で、ノードのクラッシュが発生しています。これ
は、ネットワーク分割の問題ではありません。最初の状態と 2 番目の状態のいずれである
か判断できないため、カーネルメッセージが発行され、ネットワーク分割が生じている可
能性があり、データの破損が生じているおそれがあることを知らせます。
JEOPARDY は、クラスタにあるノードで他のノードへの接続の問題が生じている状態をい
います。この状態では、リンクまたはディスクハートビートがダウンするおそれがあるため、
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JEOPARDY 警告が表示されることがあります。特に、このメッセージは、ノードにリンクが
1 つしか残されておらず、そのリンクがネットワークリンクである場合に表示されます。ノー
ドがネットワークへの残りの接続を失うおそれがあるため、重大なイベントとしてみなされ
ます。
警告: 共有ストレージがまだ接続されている場合は、通信リンクを削除しないでください。

低メモリ
負荷が高いと、ハートビート通信リンクを管理するソフトウェアが、カーネルメモリを割り当
てることができない場合があります。これが発生すると、ネットワーク分断の恐れを回避す
るため、ノードが停止します。これが頻繁に発生する場合、ノードの負荷を軽減してくださ
い。
すべてのクラスタノード上の /etc/llttab ファイルの値が正しくない、または同じでない
場合、同様の状況が発生する場合があります。
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I
クラスタ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。
■

インストーラでクラスタの UUID を作成できない

■

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

■

CP サーバーのトラブルシューティング

■

SFCFSHA クラスタノードでのサーバーベースのフェンシングのトラブルシューティン
グ

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、SFCFSHA 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: SFCFSHA 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。
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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。

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。

CP サーバーのトラブルシューティング
CP サーバーのすべての操作とメッセージのログは、詳しく読みやすい形式で
/var/VRTScps/log ディレクトリに記録されます。エントリは日付と時刻でソートされます。
このログはトラブルシューティング目的や、CP サーバーをホストするシステムで起きる可
能性があるセキュリティ関連の問題を確認する目的に使うことができます。
次のファイルに含まれるログとテキストファイルは、CP サーバーの理解とトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
■

/var/VRTScps/log/cpserver_[ABC].log

■

/var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log（セキュリティ関連）

■

CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生した場合は、次の診断ファイルを
確認します。
■

/var/VRTScps/diag/FFDC_CPS_pid_vxcpserv.log

■

/var/VRTScps/diag/stack_pid_vxcpserv.txt
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メモ: CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生すると、コアファイルに加え
てこれらのファイルが生成されます。そのような状況では、VCS は vxcpserv プロセス
を自動的に再起動します。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log ファイルに含まれるログは、SFCFSHA ク
ラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
p.465 の 「CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティング」 を参
照してください。
p.465 の 「CP サーバーの接続の確認」 を参照してください。
p.466 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された SFCFSHA クラスタ ノードでの
フェンシング起動時の問題」 を参照してください。
p.467 の 「コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題」 を参照してください。

CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティング
CP サーバーの設定後に CPSSG サービスグループを起動できない場合は、次の手順を
実行してください。
■

CPSSG サービスグループとそのリソースが有効で、VCS 設定で正しく設定されてい
ることを確認します。

■

VCS エンジンログ（/var/VRTSvcs/log/engine_[ABC].log）で、CPSSG サービス
グループリソースのいずれかが FAULTED になっていないかどうかを確認します。

■

依存関係グラフの例を見直して、必要なリソースが正しく設定されていることを確認し
ます。

CP サーバーの接続の確認
cpsadm コマンドを使って CP サーバーの接続をテストできます。

SFCFSHA クラスタ（クライアントクラスタ）ノードで cpsadm コマンドを実行するには、環境
変数 CPS_USERNAME と CPS_DOMAINTYPE を設定している必要があります。
CP サーバーの接続を確認するには
◆

次のコマンドを実行して、CP サーバーが起動しており、プロセスレベルで動作中か
どうかを調べます。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想ホスト名または仮想 IP
アドレスです。
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SFCFSHA クラスタノードでのサーバーベースのフェンシ
ングのトラブルシューティング
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log に含まれるログファイルは、SFCFSHA ク
ラスタ（アプリケーション）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。

サーバーベースのフェンシング用に設定された SFCFSHA クラスタ ノード
でのフェンシング起動時の問題
表 I-1

SFCFSHA 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

問題

説明と解決法

SFCFSHA クラスタの
cpsadm コマンドで接続
エラーが発生します。

SFCFSHA 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、
次の処理を実行してください。
■

CP サーバーがすべての SFCFSHA 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。

SFCFSHA 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、SFCFSHA 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.169 の 「CP サーバーを SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA クラスタで
正しく設定されていません。
■ CP サーバーと SFCFSHA 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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コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題
vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイントをオンライン移行する間、
いずれかのクラスタノードから行うコーディネーションポイントの検証中に障害が起きると、
操作は自動的にロールバックされます。
コーディネーションポイントの新しいセットの検証失敗は、次の状況で起きる可能性があ
ります。
■

ノード上の新しいコーディネーションポイントが古い /etc/vxfenmode ファイルから選
択されていたため、/etc/vxfenmode ファイルがすべての SFCFSHA クラスタ ノード
で更新されない。

■

/etc/vxfenmode ファイルに定義されたコーディネーションポイントが SFCFSHA クラ
スタ ノード間で一致しない。/etc/vxfenmode ファイルに定義されているコーディネー
ションポイントがクラスタノード間で一致しない場合、コーディネーションポイントのス
ナップショット確認中の障害が原因で操作は失敗します。

■

1 つ以上の SFCFSHA クラスタ ノードから CP サーバーに向かうネットワーク接続が存
在しない。

■

SFCFSHA クラスタ ノードのクラスタ、ノード、ユーザーが新しい CP サーバーに追加
されていないことにより、権限の確認に失敗する。

vxfenswap コマンド実行後の vxfen サービスグループのアクティ
ビティ
コーディネーションポイントエージェントは vxfenconfig -l の出力からコーディネーショ
ンポイントの詳細を読み込み、それらのコーディネーションポイントで登録の監視を開始
します。
このように、vxfenswap の実行中、vxfenmode ファイルがユーザーによって変更されて
いるとき、コーディネーションポイントエージェントは FAULTED 状態に遷移しませんが、
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされない限り、またはコーディネーションポイントの
新しいセットが vxfenconfig -l の出力で反映されない限り、コーディネーションポイン
トエージェントは、監視サイクルごとに自身が vxfenconfig -l の出力から読み込むコー
ディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
コーディネーションポイントエージェントの状態（ONLINE または FAULTED）は、コーディ
ネーションポイントのアクセス可能性、これらのコーディネーションポイント上の登録、耐障
害性の値によって決まります。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされ、vxfenconfig -l の出力に反映されると、
コーディネーションポイントエージェントはコーディネーションポイントの新しいセットを読
み込み、次の監視サイクルからはその新しいセットのコーディネーションポイントを監視し
ます。
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J
CP サーバーベースの I/O
フェンシングの SFCFSHA 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.470 の 図 J-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 J-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。
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
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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 J-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。
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ク
ライアントクラスタ

図 J-2
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ス

コーディネータ
LUN

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 J-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。
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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

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 J-3
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ダークファイバー
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vxfenmode=customized
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/etc/vxfenmode
で指定されたコーディネータディスク
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からのその他のディスクが含まれてい
る必要があります。
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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

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 J-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

図 J-4
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K
IPv6 を使った UDP 経由の
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 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用

■

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定

LLT 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用
Veritas Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.0 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 パケットのルーティン
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

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.479 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.481 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.480 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.481 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 K-1 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 K-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。
表 K-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名（例: 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.479 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。
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フィールド

説明

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。

/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.481 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 K-2 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 K-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 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 -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State
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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。

設定例: 直接接続リンク
図 K-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。
図 K-1

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定
ノード 1

ノード 0
UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
リンクタグ = link2

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
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link1 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。
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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 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 -

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 K-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。
図 K-2

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

ノード 0
（サイト A）

ノード 1
（サイト B）
UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93;
リンクタグ = link2

fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
リンクタグ = 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;
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 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 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 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なファイルです。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link2 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

L
IPv4 を使った UDP 経由の
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

LLT での UDP 層の使用
SFCFSHA 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.484 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.486 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.488 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.489 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 udp - udp
link link2 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 udp - udp
link link2 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.488 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.489 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 L-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 L-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: udp）。
プレースホルダ文字列。Solaris または HP などの他の UNIX プラット
フォームでは、このエントリはデバイスファイルを示します（例:
/dev/udp）。Linux にはプロトコル用のデバイスがありません。そのため
このフィールドは無視されます。

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.486 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。
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p.489 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 L-2 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 L-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 -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

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。
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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
link link1 udp - udp 50000 - 192.168.30.1 192.168.30.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.168.31.1 192.168.31.255
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設定例: 直接接続リンク
図 L-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。
図 L-1
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
ノード1

UDP エンドポイント
eth1;
UDP ポート= 50001;
IP = 192.1.3.1;
リンクタグ = link2

eth1;
192.1.3.2;
リンクタグ = link2

スイッチ
UDP エンドポイント
eth2;
UDP ポート = 50000;
IP = 192.1.2.1;
リンクタグ = link1

eth2;
192.1.2.2;
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 udp - udp 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 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

付録 L IPv4 を使った UDP 経由の LLT の設定
IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定

#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 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 L-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。
図 L-2

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

ノード0（サイト A）

ノード1 （サイト B）
UDP エンドポイント eth2;
UDP ポート = 50001;
IP = 192.1.2.1;
リンクタグ = link2

eth1;
192.1.2.2;
リンクタグ =
link2
ルーター

UDP エンドポイント eth1;
UDP ポート = 50000;
IP = 192.1.3.1;
リンクタグ = link1

eth2;
192.1.3.2;
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
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.3.1 link link2 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
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set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr

0
0
2
2
3
3

link1
link2
link1
link2
link1
link2

192.1.1.1
192.1.2.1
192.1.5.2
192.1.6.2
192.1.7.3
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なファイルです。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.1.1 link link2 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

M
他の製品とともに Storage
Foundation Cluster File
System High Availability 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

■

ApplicationHA 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
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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。

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RPMs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。

ApplicationHA 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
ApplicationHA 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。
■

ApplicationHA 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き、インストーラは VCS をインストールされた製品としてみなし
ません。VRTSvcs 付属RPMを使用している場合も同様です。

■

ApplicationHA 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き、インストーラを使用して、VCS を使う製品のインストールまた
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はアップグレードを行うことはできません。VCS、SFHA、SFCFS、SFCFSHA、SFRAC、
SFCFSRAC の製品をインストールまたはアップグレードすることはできません。
■

ApplicationHA 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き、インストーラを使用して、VM、FS、SF、または DMP のイン
ストールまたはアップグレードを実行できます。

■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品をアンインストールし
ても、インストーラは VRTSsfmh のアンインストールは行いません。

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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