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1
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS エージェントについて

■

このリリースでの新機能

■

エージェントの機能

■

エージェントの開発について

VCS エージェントについて
エージェントとは、クラスタ環境内でディスクグループまたはマウントポイントなどのリソー
スを管理するプログラムです。各リソースタイプはエージェントを必要とします。エージェン
トは、VCS と管理対象のリソースとの間で仲介者の働きをします。通常は、リソースのオン
ライン化、リソースの状態の監視、またはリソースのオフライン化などを行います。
VCS エージェントは次のように分類されます。
■

付属エージェント
このエージェントは VCS インフラの一部であり、VCS とともにパッケージ化されてい
ます。付属エージェントの例には、IP（Internet Protocol: インターネットプロトコル）
エージェント、NIC（Network Interface Card: ネットワークインターフェースカード）
エージェントなどがあります。 VCS 付属エージェントの属性や操作モードなどについ
て詳しくは『Symantec Cluster Server Bundled Agents リファレンスガイド』を参照し
てください。

■

エンタープライズエージェント
このエージェントは、Oracle、Sybase、および DB2 を含む企業データベースを管理
し、VCS とともにパッケージ化されています。

■

高可用性エージェント
高可用性エージェントは、各種のアプリケーションを管理し、Agent Pack と呼ばれる
リリース手段を通じて利用できます。Agent Pack は、VCS のリリースとは無関係に、
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四半期ごとにリリースされます。エージェントの分類は、次のようにアプリケーションの
タイプに基づきます。
■

Application エージェント
このエージェントは、エンタープライズアプリケーション（WebLogic、WebSphere、
SAP など）を管理します。

■

データベースエージェント
このエージェントは、データベースアプリケーション（MySQL、SAP MaxDB、
Informix など）を管理します。

■

レプリケーションエージェント
このエージェントは、ハードウェアとソフトウェアのレプリケーションテクノロジ（SRDF、
HP EVACA など）を管理します。

Agent Pack は、次の場所から無償ダウンロードできます。
■

■

Symantec Operations Readiness Tool（SORT）
エージェントを次の場所から個別の tarball として入手できます。
https://sort.symantec.com/agents

カスタムエージェント: シマンテック社以外によって作成されたエージェントであり、シ
マンテック社テクニカルサポートの対象外となります。

このリリースでの新機能
VCS 6.1 には次の機能や更新が導入されています。
■

このリリースには新しいエージェント Script60Agent が追加されました。
p.132 の 「スクリプトベースのエージェントバイナリ」 を参照してください。

■

新しいエントリポイント migrate により、Script60Agent で移行がサポートされるように
なりました。
p.36 の 「migrate エントリポイントについて」 を参照してください。

■

新しい属性:
■

MigrateWaitLimit - 移行するリソースを待機する監視間隔数を設定できます。
p.191 の 「MigrateWaitLimit」 を参照してください。

■

MigrateTimeout - 移行手順が完了していなければならない時間制限を設定でき
ます（秒単位）。完了しない場合は、移行プロセスは終了します。
p.191 の 「MigrateTimeout」 を参照してください。
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エージェントの機能
エージェントは、1 台のシステム上にある同じタイプの複数リソースを単独で管理します。
たとえば、NIC エージェントは、すべての NIC リソースを管理します。 管理するリソース
は、VCS 設定に定義します。
VCS 処理の一環として、高可用性デーモン（HAD）がシステム上のアプリケーションの可
用性を高めます。
VCS プロセス HAD がシステムで起動すると、このプロセスは、システムで管理対象のリ
ソースタイプに必要なエージェントを自動的に起動します。
VCS HAD プロセスは、VCS で設定されたリソース固有の設定情報をエージェントに提
供します。
これらのエージェントは、HAD から受け取ったコマンドを実行し、必要に応じてリソースを
オンライまたはオフラインにしたり、移行したり、監視したりします。エージェントがクラッシュ
またはハングした場合、VCS はその障害を検出してエージェントを再起動します。

エージェントフレームワークについて
エージェントフレームワークとは、各リソースタイプのエージェントに組み込まれる事前定
義された一連の関数を指します。これらの関数には、VCS エンジンに接続し、一般的な
設定属性（RestartLimit や MonitorInterval など）を認識する機能が用意されています。
エージェントを C++ で作成するときは、include 文を使ってエージェントフレームワークを
エージェントに組み込みます。 スクリプト言語（シェルや Perl など）を使用してエージェン
トを作成する場合は、フレームワーク関数を提供する VCS 付属の UNIX で異なるエー
ジェントバイナリを使うことができます。エージェントフレームワークが複雑な作業の大半
を処理するため、エージェントの開発者はこれらに煩わされる必要がなくなります。
p.132 の 「スクリプトベースのエージェントバイナリ」 を参照してください。

IMF（Intelligent Monitoring Framework）について
IMF では、VCS はポーリングベースの監視に加えてインテリジェントなリソース監視をサ
ポートします。IMF は VCS のエージェントフレームワークの拡張機能です。多くの VCS
エージェントは、リソースの監視に IMF を使用します。VCS エージェントの IMF 機能を
必要に応じて有効および無効にできます。ただし、IMF は、IMF を使用できるすべての
エージェントでデフォルトで有効になっています。
ポーリングベースの監視に対するインテリジェントな監視の利点は次のとおりです。
■

リソースの状態の変化をより速く通知します。

■

削減された監視機能占有域により VCS のシステム使用率を減らすことで、VCS が
多数のリソースを効果的に監視できるようになります。
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リソースタイプの定義
各リソースタイプのエージェントにはリソースタイプの定義が必要です。この定義には、
エージェントがそのタイプのリソースを制御するのに必要な情報を記述します。タイプ定
義ファイルは、C プログラムのヘッダーファイルのようなものと見なすことができます。タイ
プ定義には、属性とそれらのデータ型を定義します。この定義により、そのリソースタイプ
のすべてのリソースに反映される特定属性のデフォルト値が提供されます。
たとえば、IP リソースタイプに定義される属性の 1 つに、特定の IP リソースの IP アドレ
スを格納する Address 属性があります。この属性は「string-scalar」として定義されます。

エージェント関数（エントリポイント）について
エントリポイントは、エージェントがリソース上で特定のタスクを実行するために使用する
C++ 関数またはスクリプト（シェルまたは Perl など）のいずれかです。エージェントフレー
ムワークは、特定のエントリポイント一式をサポートします。各エントリポイントでは、異なる
タスクが実行され、異なる戻り値が返されると予想されます。たとえば、オンラインのエント
リポイントは、リソースをオンラインにします。
p.25 の 「サポートされるエントリポイント 」 を参照してください。
エージェント開発者はリソースタイプに対してエントリポイントを実装する必要があります。
エージェントは、そのリソースタイプを使用してそのタイプのリソースに必要なタスクを実行
します。たとえば、Mount リソースタイプの online エントリポイントでは、エージェント開発
者は、エントリポイントに指定されたパラメータを基に、ファイルシステムをマウントするロ
ジックを記述します。このパラメータは、特定リソースに対する属性です。たとえば、マウン
トポイント、デバイス名、マウントオプションなどです。monitor エントリポイントでは、エー
ジェント開発者は、マウントリソースの状態を検査し、マウントリソースがオンラインまたは
オフラインのいずれかを示すコードを戻します。
p.25 の 「エージェントのエントリポイントについて」 を参照してください。

on-off、on-only、persistent リソースについて
リソースのタイプごとに、異なるタイプの制御が必要です。リソースは、on-off、on-only、
persistent に分類されます。
■

on-off リソース
リソースの大半は on-off です。ここに分類されるリソースは、必要に応じてエージェン
トが起動と停止を行うリソースです。たとえば、VCS は、リソースがオンライン状態に
なったときに指定した NIC に IP アドレスを割り当て、リソースがオフライン状態になっ
たときに割り当てられた IP アドレスを解除します。もう 1 つの例は DiskGroup リソー
スです。VCS は、必要に応じてディスクグループをインポートし、不要になるとデポー
トします。on-off リソースのエージェントには、すべてのエントリポイントを実装できま
す。

■

on-only リソース
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on-only リソースはオンライン状態になりますが、関連するサービスグループがオフラ
イン状態になってもリソースはオフライン状態にはなりません。たとえば、FileOnOnly
リソースの場合、エンジンは必要であれば指定されたファイルを作成しますが、関連
するサービスグループがオフライン化されてもこのファイルを削除しません。on-only
リソースのエージェントでは、オフラインエントリポイントを必要としたり、呼び出したりは
しません。
■

persistent リソース
Persistent リソースでは Operation の値に None が設定されています。このリソース
は、オンライン化やオフライン化することはできませんが、リソースを監視できるような
設定を行うときには、このリソースが必要です。たとえば、NIC リソースを起動または停
止させることはできませんが、関連する IP アドレスが正常に機能するには persistent
リソースを動作させる必要があります。そのリソースの状態を把握し、そのリソースに依
存している別のリソースの操作を確実に行うために、persistent リソースについても
エージェントは監視を実行します。persistent リソースのエージェントは、エントリポイ
ントのオンライン化またはオフライン化を必要としたり、呼び出したりはしません。monitor
エントリポイントのみが使用されます。

属性について
VCS には次のタイプの属性がありますが、属性の適用先のオブジェクトによって異なりま
す。
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リソースタイプ属性

VCS でのリソースタイプと関連付けられる属性。この属性は、さらに次のよう
に分類されます。
■

■

■

タイプ独立型 - すべてのエージェント（リソースタイプ）が認識する属性で
す。
例: RestartLimit 属性、MonitorInterval 属性、Enabeled 属性、Probed
属性。これらは任意のリソースタイプに設定できます。
通常、これらの属性は、特定のタイプのすべてのリソースに設定されま
す。たとえば、MonitorInterval を IP リソースタイプに設定すると、同じ値
がタイプ IP のすべてのリソースに適用されます。またこれらの属性の値
は上書きできます。つまり、このタイプの各リソースに異なる属性値を設
定できます。
タイプ依存型 - 特定のリソースタイプに適用します。
例: MountPoint 属性は、Mount リソースタイプにのみ適用されます。
Address 属性は、IP リソースタイプにのみ適用されます。
types ファイル（types.cf）に定義された属性は、リソースタイプのすべて
のリソースに適用されます。リソースを設定する場合、これらの属性にリ
ソース固有の値を割り当てることができます。これらの値は、main.cf ファ
イルに表示されます。
たとえば、FileOnOff リソースタイプの PathName 属性はタイプ依存で
あり、設定時にリソース固有の値を指定できます。
静的 - これらの属性はすべてのリソースタイプに適用され、リソースタイ
プごとに異なる値を指定できます。一部の静的属性は、無効化やリソー
ス固有の値の割り当てが可能です。これらの属性は、static という語
が先頭に付加され、リソースの引数リストには含まれません。
例: MonitorInterval と ToleranceLimit

属性のデータ型
VCS は、属性の次のデータタイプをサポートします。
文字列

文字列は文字の列です。文字列に二重引用符が含まれる場合は、引用符
の直前に円記号「¥」を付ける必要があります。また、文字列中に円記号（¥）
を含む場合は、［¥¥］と表現します。文字列が英字で始まり、文字列内に含
まれるものが半角英数字、ダッシュ（-）および下線（_）のみの場合、二重引
用符は必要ありません。たとえば、ネットワークインターフェースを定義する
文字列（hme0 や eth0）は、文字列内が文字および数字のみのため、二重
引用符は必要ありません。ただし、IP アドレスを定義する文字列に
は、"192.168.100.1" のようにピリオドが含まれ、二重引用符を必要としま
す。

整数

整数符号付き正数定数、0 - 9 のアラビア数字で表した数列です。数列の
前にダッシュ（-）を使え、10 進数で解釈されます。ここで使える整数は、符
号付き 32 ビットの整数 21471183247 を超えることはできません。

ブール

ブールは、0（偽）または 1（真）を表す整数です。
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属性の種類
VCS の属性における値の種類は次のとおりです。
スカラー

スカラーには値が 1 つしかありません。
次に例を示します。

MountPoint = "/Backup"
ベクトル

ベクトルは、順序付けられた値のリストです。各値には、0 から始まる正の整
数を使ってインデックスが付けられます。
コンマ（,）またはセミコロン（;）を使って値を区切ります。
属性名の後で値を角カッコ（[]）のセットで囲むことで、この値の種類がベクト
ルであることを示します。
エージェントのタイプ定義ファイルから抜粋した例を次に示します。

str BackupSys[]
main.cf 設定ファイルでベクトル属性に値を割り当てる場合、属性定義は次
のようになります。
BackupSys[] = { sysA, sysB, sysC }
たとえば、エージェントの ArgList は次のように定義されます。
static str ArgList[] = {RVG, DiskGroup, Primary,
SRL, Links}
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キーリスト

キーリストは、順序付けられていない文字列のリストです。各文字列は、リス
ト内で重複していません。
コンマ（,）またはセミコロン（;）を使って値を区切ります。
たとえば、サービスグループが VCS で開始されるシステム（通常はシステム
ブート）のリストを指定するには、次のように定義します。
AutoStartList = {SystemA; SystemB; SystemC}
次に例を示します。

keylist BackupVols = {}
main.cf ファイルでキーリスト属性に値を割り当てる場合、次のようになりま
す。

BackupVols = { vol1, vol2 }
関連

関連は、順序付けられていない文字列と値の組み合わせです。
コンマ（,）またはセミコロン（;）を使って値を区切ります。
属性名の後が波カッコ（{}）で囲まれたデータは、属性が関連であることを示
します。
たとえば、サービスグループを実行できるように設定されているシステムと、
そのシステムの優先度を指定するには、次のように設定します。
SystemList = {SystemA=1, SystemB=2, SystemC=3}
次に例を示します。

int BackupSysList {}
main.cf ファイルで関連属性に値を割り当てる場合、次のようになります。

BackupSysList{} = { sysa=1, sysb=2, sysc=3 }

システムにまたがる属性の範囲: グローバル属性とローカル属性
サービスグループが設定されているすべてのシステムで同じ値を持つ属性は、範囲がグ
ローバルです。値がシステム単位で適用される属性の適用範囲はローカルです。
アットマーク（@）で、ローカル値が適用されるシステムを指定します。
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次の MultiNICA リソースタイプの例では、ローカルに適用される属性が、属性名の後ろ
に「@system」が続く形で示されています。
MultiNICA mnic (
Device@sysa = { le0 = "166.98.16.103", qfe3 =
"166.98.16.105" }
Device@sysb = { le0 = "166.98.16.104", qfe3 =
"166.98.16.106" }
NetMask = "255.255.255.0"
ArpDelay = 5
RouteOptions@sysa = "default 166.98.16.103 0"
RouteOptions@sysb = "default 166.98.16.104 0"
)

前述の例では、NetMask 属性の値はすべてのシステム上で「255.255.255.0」です。一
方、Device 属性と RouteOptions 属性の値は、sysa、sysb 上で異なります。

属性の有効期間: 一時属性
types ファイルでは、一時属性を定義できます。一時属性の値は、VCS HAD プロセスが
実行されているかぎり、メモリ内に残ります。 一時属性の値は、HAD プロセスの再起動
時には利用できません。
これらの属性値は main.cf ファイルには保存されません。
一時属性は永続属性に変更できず、永続属性を一時属性に変更することもできません。
設定を保存するとき、VCS は一時属性定義とそのデフォルト値をタイプ定義ファイルに
保存します。
VCS が動作している間にのみ属性値を修正できます。
次の RVGSnapshot リソースタイプの例では、FDFile が一時属性です。
type RVGSnapshot (
static keylist RegList = { Prefix }
static int NumThreads = 1
static str ArgList[] = { RvgResourceName, CacheObj,
Prefix, DestroyOnOffline }
str RvgResourceName
str CacheObj
str Prefix
boolean DestroyOnOffline = 1
temp str FDFile
)
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アプリケーションの Intentional Offline について
VCS の制御外でアプリケーションが意図的に終了されたときに、特定のエージェントは
そのことを特定できます。
管理者が、VCS 制御外でアプリケーションを故意にシャットダウンした場合、VCS では
障害として処理されません。VCS はサービスグループ内の他のリソースの状態に応じて、
サービスグループの状態を offline または partial に設定します。
この機能により、管理者はフェールオーバーを発生させずにアプリケーションを停止でき
ます。
p.187 の 「IntentionalOffline」 を参照してください。

エージェントの開発について
エージェントを作成する前に、特に、エージェントを作成するリソースのタイプについて、
いくつかの検討事項と計画が必要です。

アプリケーションに関する考慮事項
VCS エージェントを開発するアプリケーションは、エージェントによって管理され、クラス
タ環境で動作できる必要があります。次の基準は、クラスタ内で正常に動作可能なアプリ
ケーションを示します。
■

新しいエージェントのタイプが OnOff または OnOnly の場合、アプリケーションには、
定義された手順で起動する機能が必要です。アプリケーションの外部リソース（デー
タベースを格納するファイルシステムや、リスナープロセスに使用する IP アドレスな
ど）を開始する手段が必要です。

■

新しいエージェントのタイプが OnOff の場合、アプリケーションの各インスタンスは、
定義されているプロシージャによって停止できる必要があります。この場合、アプリケー
ションの他のインスタンスが影響されないようにすることが必要です。

■

アプリケーションは、必要に応じて強制的な方法によって正常に停止できる必要があ
ります。

■

アプリケーションの各インスタンスは、一意に監視できる必要があります。アプリケー
ションの操作で高い信頼度が実現されるように、監視方法は簡単な監視でも詳細な
監視でもかまいません。監視手順の内容がアプリケーションのユーザーによる実際の
操作と同じようにすると、アプリケーションの監視がより効果的になります。

■

フェールオーバー機能では、アプリケーションはローカルやメモリにではなく、共有
ディスクにデータを格納できる必要があります。また、各システムは、アプリケーション
の実行に必要なデータとすべての情報にアクセスできる必要があります。

■

アプリケーションは、クラッシュに対応できる必要があります。つまり、クラッシュしたシ
ステム上で動作でき、既知の状態でフェールオーバーノード上で起動できる必要が
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あります。通常、これは、データがメモリに格納されるのではなく、共有ストレージに定
期的に書き込まれることを示します。
■

アプリケーションは、クラスタ内のホストに依存しないことが必要です。つまり、正常な
フェールオーバーを阻害するライセンス必要条件やホスト名の依存関係がないという
ことです。

■

アプリケーションは、クラスタ内の他のアプリケーションとともに正常に動作する必要が
あります。

■

VCS の制御下に設定されたアプリケーションは、stdout ストリームと stderr ストリーム
にデータを書き込むことはできません。このようにすると、VCS エージェントの機能を
妨げる場合があります。このようなアプリケーションを VCS の制御下で実行するには、
アプリケーションの stdout ストリームと stderr ストリームをリダイレクトする必要がありま
す。

エージェント開発プロセスの高度な概要
エージェントの作成と実装の手順は、後の章で例を使って説明します。

タイプ定義ファイルの作成
types 定義ファイルには、リソースタイプの定義が含まれます。カスタムリソースタイプ定
義は、カスタムリソースの名前を指定するファイルに格納します。たとえば
MyResourceTypes.cf です 。このファイルは、VCS 設定ファイル main.cf の「include」
文として参照されます。
この新しいエージェントの属性、属性タイプ、属性値のタイプを決定します。これらに基づ
いて、このエージェントのタイプ定義ファイルを作成します。
p.133 の 「カスタムエージェントのためのタイプ定義ファイルの作成」 を参照してください。

エントリポイントの開発
C++、スクリプトまたはこれら 2 つの組み合わせのいずれを使用してエージェントエントリ
ポイントを実装するかを決定します。
p.38 の 「C++ またはスクリプトエントリポイントの使用上の考慮事項」 を参照してくださ
い。
エントリポイントを作成します。
エントリポイントの開発について詳しくは、次のリンクを参照してください。
p.49 の 「C++ でのエントリポイントの作成について」 を参照してください。
p.88 の 「スクリプトでのエントリポイントの作成について」 を参照してください。
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エージェントの作成
エージェントおよび必須ファイルを作成し、エージェントを特定のディレクトリに配置しま
す。
p.133 の 「カスタムエージェントのためのタイプ定義ファイルの作成」 を参照してください。
p.132 の 「エージェント開発で使用するファイル」 を参照してください。
エージェントを作成するためのサンプルファイルが用意されています。

エージェントのテスト
Agent Server ユーティリティを使うか、リソースタイプを設定に定義して、エージェントを
テストします。
p.166 の 「テストエージェントについて」 を参照してください。
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2
エージェントのエントリポイン
トの概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

エージェントのエントリポイントについて

■

エージェントエントリポイントの説明

■

エントリポイントの戻り値

■

C++ またはスクリプトエントリポイントの使用上の考慮事項

■

エージェント情報ファイルについて

■

ArgList 属性と ArgListValues 属性について

エージェントのエントリポイントについて
エージェントの開発では、リソースをオンライン状態やオフライン状態にしたり、リソースを
監視したりするなど、エージェントがリソースを操作するために呼び出すことのできるエン
トリポイントを定義します。

サポートされるエントリポイント
エージェントフレームワークは、次のエントリポイントをサポートします。
■

open - エージェントがリソースの管理を開始する前に、リソースのために環境を初期

化します。
■

monitor - リソースの状態を確認します。

■

online - リソースをオンライン状態にします。

■

offline - リソースをオフライン状態にします。
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■

clean - オンラインか部分的なオンラインリソースと関連付けられた進行中のタスクを

終了し、リソースを強制的にオフラインにします。
■

action - リソースに定義されている処理を開始します。

■

info - オンライン状態のリソースに関する情報を提供します。

■

attr_changed - リソース属性値の変更に応答します。

■

close - エージェントがリソースの管理を停止する前に、リソースと関連付けられた環

境を終了します。
■

shutdown - エージェントがシャットダウンしたときに呼び出されます。

■

imf_init - IMF 通知モジュールとインターフェースするためにエージェントを初期化

します。
■

imf_register - リソースエンティティを IMF 通知モジュールに登録または登録解除

します。
■

imf_getnotification - IMF 通知モジュールからリソースの状態の変更について

の通知を取得します。
メモ: IMF のエントリポイントは V51 以降のエージェントバージョンでのみサポートされ
ます。

■

migrate - リソースを移行します。

メモ: 移行は V60 以降のエージェントバージョンでのみサポートされます。
p.27 の 「エージェントエントリポイントの説明」 を参照してください。

エージェントフレームワークがエントリポイントと相互作用するしくみ
エージェントフレームワークでは、特定のリソースに対して同時に実行されるエントリポイ
ントは 1 つのみです。同じリソースに対して、複数の要求が受信されたり、複数のイベン
トでスケジュールが設定済みであったりする場合、エージェントはその要求をキューに入
れ、1 度に 1 つずつ処理していきます。 例外として、すでに監視されているリソースや、
あるリソースに対して監視要求がリソースコマンドキューの最後の要求として内部的に生
成された定期的な監視要求をエージェントフレームワークが破棄して最適化する動作が
あります。
エージェントフレームワークはマルチスレッドに対応しています。つまり、単一エージェン
トプロセスは、同時に複数リソースに対してエントリポイントを実行できます。ただし、エー
ジェントが特定のリソースをオフラインにする要求を受信すると同時に、そのリソースを終
了する要求も受信した場合、まず offline エントリポイントを実行します。close エントリ
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ポイントは、offline エントリポイントの実行が終了した後か、offline エントリポイントの実
行がタイムアウトした場合に実行されます。受信した offline エントリポイント実行要求と
close エントリポイント実行要求が、それぞれ別のリソースに対するものである場合、エー
ジェントは両方の要求を同時に呼び出します。
次のセクションでは、エージェントフレームワークがサポートするエントリポイントを説明し
ます。monitor 以外のエントリポイントはオプションです。各エントリポイントは、C++ また
はスクリプトで実装することが可能です。

エージェントエントリポイントの説明
ここでは、各エントリポイントを詳細に説明します。

open エントリポイントについて
open エントリポイントは、次の monitor エントリポイントの引数として渡されます。引数の

名前は、OpenStatus です。OpenStatus に有効な値は 0 と 2 です。値 0 は、open エ
ントリポイントが正常に完了したことを表します。値 2 は、open エントリポイントがタイムア
ウトしたことを表します。
エージェントの起動時に、設定されていて有効になっている各リソースの open エントリポ
イントは、online、offline または monitor エントリポイントよりも先に実行されます。そ
のため、特定のリソースの初期化を組み込むことができます。多くのエージェントは、この
機能を必要としないため、このエントリポイントを実装していません。
また、open エントリポイントは、リソースの Enabled 属性が 0 から 1 に変更されると必ず
実行されます。エントリポイントは、入力としてリソース名と ArgList 属性値を受け取り、
値は返しません。
リソースは、エージェントによって管理されている場合にかぎり、オンライン化、オフライン
化および監視することができます。 リソースを管理するエージェントの場合、リソースの
Enabled 属性値は、1 に設定する必要があります。open エントリポイントは、他のエント
リポイントが機能するために必要な環境を作成します。たとえば、エントリポイントは、リソー
スの他のエントリポイントが必要とするファイルを作成したり、リソース固有の設定を実行し
たりできます。

monitor エントリポイントについて
monitor エントリポイントには、通常はリソースの状態を判断するためのロジックが含まれ

ています。たとえば、IP エージェントの monitor エントリポイントは、IP アドレスが設定さ
れているかどうかを確認し、その結果に応じて Online、Offline、Unknown を返します。
メモ: このエントリポイントは必須です。
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エージェントフレームワークは、online、offline、migrate エントリポイントを完了した
後、monitor エントリポイントを呼び出し、リソースのオンライン化、オフライン化、または
移行操作が正常に行われたかどうかを確認します。またエージェントフレームワークは、
リソースが不意にオンラインまたはオフラインとなった状態を検出するために、このエント
リポイントを定期的に実行します。
デフォルトでは、monitor エントリポイントは、リソースがオンラインになっているときに 60
秒ごと（MonitorInterval 属性のデフォルト値）に実行されます。
リソースがオフラインになる予定であれば、エントリポイントは 300 秒ごと
（OfflineMonitorInterval 属性のデフォルト値）に実行されます。
monitor エントリポイントには、リソース名と ArgList 属性値が入力として渡されます

（p.182 の 「ArgList 参照属性」 を参照してください。 ）。
エントリポイントはリソースの状態と信頼度を戻します。
p.36 の 「エントリポイントの戻り値 」 を参照してください。
エントリポイントはリソースの状態がオンラインのときにのみ信頼度を戻します。信頼度は
参考値であり、エンジンでは使用されません。ConfidenceLevel 属性の値を確認すると、
信頼度を参照できます。
C++ のエントリポイントは、0 - 100 の信頼度を返すことができます。スクリプトのエントリポ
イントは、リソースの状態と信頼度を 1 つの数値に結合して返します。
p.90 の 「スクリプトエントリポイントの構文」 を参照してください。

online エントリポイントについて
online エントリポイントには、通常リソースをオンライン状態にするためのコードが含まれ

ています。たとえば、IP エージェントの online エントリポイントは、IP アドレスを設定しま
す。online プロシージャが完了すると、フレームワークによって monitor エントリポイント
が自動的に実行され、リソースがオンラインになっているかどうかを検証します。
online エントリポイントには、リソース名と ArgList 属性値がインプットされます。このエ

ントリポイントは、リソースがオンライン状態になるまでに必要な秒数を整数値で返します。
通常の戻り値は 0 です。戻り値が 0 以外の場合、エージェントフレームワークは、戻り値
が示す秒数の間待機してから、リソースに対し monitor エントリポイントを呼び出します。

offline エントリポイントについて
offline エントリポイントは、リソースをオフライン状態にします。たとえば、IP エージェン

トの offline エントリポイントは、システムから IP アドレスを削除します。offline プロシー
ジャが完了すると、フレームワークによって monitor エントリポイントが自動的に呼び出
され、リソースがオフラインになっているかどうかを検証します。
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offline エントリポイントには、リソース名と ArgList 属性値がインプットされます。この

エントリポイントは、リソースがオフライン状態になるまでに必要な秒数を整数値で返しま
す。通常の戻り値は 0 です。戻り値が 0 以外の場合、エージェントフレームワークは、戻
り値が示す秒数の間待機して、リソースに対し monitor エントリポイントを呼び出します。

clean エントリポイントについて
clean エントリポイントは、リソースに関連するすべての実行中のタスクを終了させる必要

があり、（場合によっては強制的に）リソースをオフライン化する必要があるときに、エー
ジェントフレームワークによって呼び出されます。このエントリポイントは、リソース名、エン
トリポイントの実行理由を示すコード、および ArgList 属性値を入力値として受け取りま
す。操作が正常終了した場合は 0 を返し、失敗した場合は 1 を返します。
このエントリポイントが実行される理由は、次の enum 型に従ってエンコードされます。
enum

VCSAgWhyClean {
VCSAgCleanOfflineHung,
VCSAgCleanOfflineIneffective,
VCSAgCleanOnlineHung,
VCSAgCleanOnlineIneffective,
VCSAgCleanUnexpectedOffline,
VCSAgCleanMonitorHung

};

スクリプトベースの Clean エントリポイントの場合、Clean の理由は整数として渡されます。
0 => offline hung
1
2
3
4
5

=>
=>
=>
=>
=>

offline ineffective
online hung
online ineffective
unexpected offline
monitor hung

これらは enum 型であるため、エントリポイントが C++ で記述されているか、スクリプトベー
スであるかに関係なく、同じ整数値が渡されます。
■

VCSAgCleanOfflineHung
offline エントリポイントが、期待時間内に完了しませんでした。
p.192 の 「OfflineTimeout」 を参照してください。

■

VCSAgCleanOfflineIneffective
offline エントリポイントが無効でした。 offline エントリポイントの呼び出し後に呼
び出すようにスケジュール設定された monitor エントリポイントが、OFFLINE 以外の
戻り値を返しました。

■

VCSAgCleanOnlineHung
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online エントリポイントが、期待時間内に完了しませんでした。

( p.193 の 「OnlineTimeout」 を参照してください。 )
■

VCSAgCleanOnlineIneffective
online エントリポイントが無効でした。 online エントリポイントの呼び出し後に呼び
出すようスケジュール設定された monitor エントリポイントが、ONLINE 以外の戻り
値を返しました。

■

VCSAgCleanUnexpectedOffline
リソースが不意にオフライン化されたため、このリソースに障害が発生したと判断しま
した。
( p.198 の 「ToleranceLimit」 を参照してください。 )

■

VCSAgCleanMonitorHung
monitor エントリポイントの実行が、繰り返し期待時間内に完了することができなかっ
たため、オンラインリソースに障害が発生したと判断しました。
(p.185 の 「FaultOnMonitorTimeouts」 を参照してください。 )

エージェントは、clean エントリポイントが実装されている場合に、次のタスクをサポートし
ます。
■

リソースに障害が発生したときに、ローカルシステム上でリソースを自動的に再起動し
ます
p.196 の 「RestartLimit」 を参照してください。

■

リソースをオンライン化する試みが失敗したときに、online エントリポイントを自動的
に再試行します
p.193 の 「OnlineRetryLimit」 を参照してください。

■

リソースがローカルシステム上で失敗したときに、エンジンが他のシステム上でそのリ
ソースをオンライン化できるようにします。

これらのアクションの実行には、clean エントリポイントが正常に実行されること、つまり終
了コード 0 を返すことが必要です。

action エントリポイントについて
リソースに対して前もって指定された処理を実行します。エントリポイントを使用して、デー
タベースの一時停止や一時停止したデータベースの再開など、非定期的なアクションを
実行します。
SupportedActions 属性はサポートされることを意図されているすべての処理をリストする
キーリスト属性です。各アクションは、名前、つまり action_token で識別されます。
p.197 の 「SupportedActions」 を参照してください。
エージェントでは、すべてのアクションポイントは C++ とスクリプトベースのどちらかにす
る必要があります。C++ とスクリプトを両方とも使うことはできません。
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すべてのアクションがスクリプトベースの場合、アクションスクリプトが、エージェントディレ
クトリの下の actions ディレクトリ内にあることを確認してください。各アクションに対して
スクリプトを作成します。スクリプト名として、正しい action_token を使用します。
たとえば、suspend と呼ばれるスクリプトは、action_token の「susupend」が hares -action
コマンド経由で呼び出されたときに実行されるアクションを定義します。
C++ エンドポイントの場合、アクションは、それぞれ可能な action_token のケースを定
義するスイッチ文を経由して実装されます。
p.61 の 「C++ action の構文」 を参照してください。
次に、hares コマンドとともに使用される -action オプションの構文を示します。
hares -action <res> <token> [-actionargs <arg1> ...]
-sys <system> [-clus <cluster> | -localclus]

次のコマンドの例では、action_token DBSuspend と DBResume を例として使用した
action エントリポイントの呼び出しを示します。
hares -action DBResource DBSuspend -actionargs dbsuspend -sys
Sys1

また、
hares -action DBResource DBResume -actionargs dbstart -sys Sys1

action エントリポイントの戻り値
action エントリポイントは、成功の場合は 0 で終了し、失敗の場合は 1 で終了します。

コマンド hares -action は、action エントリポイントが 0 で終了する場合は 0 で終了
し、action エントリポイントが失敗の場合は 1 で終了します。
エージェントフレームワークにより、スクリプトベースの action エントリポイントの出力は
2048 バイトに制限されています。
出力とは、スクリプトで stdout または stderr にプリントされる情報のことをいいます。ユー
ザーが hares -action コマンドを実行すると、コマンドによってこの出力がプリントされま
す。また、出力は HAD のログファイルにも記録されます。

info エントリポイントについて
エージェントは、info エントリポイントを使って、オンラインリソースに関する情報を取得
できます。 たとえば、Mount エージェントの info エントリポイントを使用すると、ファイル
システム内の使用可能な領域に関する情報を取得できます。 info エントリポイントが収
集する情報はすべて、「一時」属性 ResourceInfo に格納されます。
p.33 の 「ResourceInfo 属性について」 を参照してください。
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「一時」属性について詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。
この（スクリプト）エントリポイントは、次のコマンドを使用して他の名前と値の組み合わせを
追加または更新することにより、必要に応じてリソースの ResourceInfo 属性を変更でき
ます。
hares -modify res ResourceInfo -add key value

または
hares -modify res ResourceInfo -update key value

関連型文字列属性値の変更について詳しくは、hares のマニュアルページを参照してく
ださい。
p.33 の 「ResourceInfo 属性について」 を参照してください。
p.52 の 「C++ のエントリポイントの構文」 を参照してください。

info エントリポイントの戻り値
■

info エントリポイントが 0（成功）で終了すると、stdout で収集されたスクリプトのエン

トリポイントの出力、または C++ のエントリポイントの info_output 引数の内容は、
ResourceInfo 属性の Msg キーにダンプされます。Msg キーが更新されるのは、info
エントリポイントが成功した場合のみです。State キーは、値 Valid に設定されます。
■

このエントリポイントが 0 以外の値で終了すると、ResourceInfo が更新されてエラー
が示されます。スクリプトの stdout や C++ のエントリポイントの info_output は無視
されます。State キーは、値 Invalid に設定されます。エラーメッセージは、エー
ジェントのログファイルに書き込まれます。

■

info エントリポイントがタイムアウトすると、このエントリポイントの出力は無視されま

す。State キーは、値 Invalid に設定されます。エラーメッセージは、エージェント
のログファイルに書き込まれます。
■

info エントリポイントを強制終了すると（たとえば、kill -15 pid）、State キーは値
Invalid に設定されます。エラーメッセージは、エージェントのログファイルに書き込

まれます。
p.114 の 「エージェントメッセージのログについて」 を参照してください。
■

このエントリポイントが呼び出される元になるリソースがオフラインになるか、またはそ
のリソースに障害が発生すると、State キーは値 Stale に設定されます。

■

info エントリポイントが実装されていない場合、State キーは値 Stale に設定され

ます。エラーメッセージは、エージェントのログファイルに書き込まれます。
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ResourceInfo 属性について
ResourceInfo 属性は、これらの名前と値のペアを格納する関連型文字列です。デフォ

ルトでは、3 タイプの名前と値のペアがあります:
■

State は ResourceInfo 属性に含まれている情報の状態（有効、無効、古い）を示し
ます。

■

Msg は info エントリポイントの出力を示します（ある場合）。

■

TS は ResourceInfo 属性が最後に更新されたタイムスタンプを示します。

エージェントフレームワークのみがこれらのキーを更新できます。エントリポイントは更新
できません。エントリポイントは、その他のキー（名前と値のペア）を定義、追加し、更新で
きます。
ResourceInfo（文字列関連）は一時属性で、この範囲はエンジンにより、フェールオー

バーグループの場合はグローバル、パラレルグループの場合はローカルに設定されま
す。ResourceInfo は一時属性であるため、この値は設定ファイルにはダンプされませ
ん。
ResourceInfo の値は、hares コマンドを使用して表示できます。 hares -display の

出力には、最新の値の最初の 20 文字が表示されます。hares -value resource
ResourceInfo の出力には、キーリスト内のすべての名前と値のペアが表示されます。
info エントリポイントを実行するリソースはオンラインである必要があります。

リソースがオフラインになるか、またはリソースに障害が発生すると情報が最新ではなくな
るため、State キーは「Stale」としてマーク付けされます。 info エントリポイントが異常終
了すると、情報がすべて有効かどうかは不明なため、State キーは「Invalid」としてマー
ク付けされます。Msg と TS キーを含むその他のキーデータには影響しません。
ResourceInfo 属性の値は、hares -flushinfo コマンドを使用して手動でクリアでき
ます。このコマンドを使うと、ResourceInfo 属性のオプションのキーが削除され、これら
3 つの必須キーがデフォルト値に設定されます。
hares -flushinfo コマンドについて詳しくは、hares マニュアルページを参照してくだ

さい。

info エントリポイントの呼び出し
特定のオンラインリソースの場合、info エントリポイントは、コマンドラインから hares
-refreshinfo コマンドを使用して呼び出すことができます。
InfoInterval 属性を 0 以外の値に設定すると、オンラインのリソースに対して定期的

に info エントリポイントを呼び出すようにエージェントを設定できます。
p.187 の 「InfoInterval」 を参照してください。
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attr_changed エントリポイントについて
このエントリポイントを利用して、リソースの属性値の変更に応じた処理を実行できます。
attr_changed エントリポイントは、リソースの属性が通知の目的でエージェントフレーム
ワークに登録されている場合にのみ、そのリソースの属性が変更されたときに実行されま
す。
登録は、VCSAgRegister api または RegList の定義で行うことができます。スクリプト
ベースのエージェントの場合は、RegList 属性定義を使用してのみ登録できます。
p.70 の 「VCSAgRegister」 を参照してください。
p.71 の 「VCSAgUnregister」 を参照してください。
p.194 の 「RegList」 を参照してください。
attr_changed エントリポイントは、通知のためにエージェントフレームワークに登録され

ているリソース名、変更があったリソース名、変更された属性名、新しい属性値を入力とし
て受け取ります。戻り値はありません。

close エントリポイントについて
close エントリポイントは、リソースの Enabled 属性が 1 から 0 に変わるときに必ず呼び

出されます。また、実行中のクラスタの設定からリソースが削除され、リソースが close エ
ントリポイントを実行できる状態の場合にも呼び出されます。
リソースは、エージェントによって管理されている場合にのみ監視されることに注意してく
ださい。 リソースを管理するエージェントの場合、リソースの Enabled 属性値は、1 に設
定する必要があります。
実行中のクラスタからリソースが削除された場合に、リソースがどのような状態であれば
close エントリポイントを実行できるのかについては、次の表を参照してください。入力と
してリソース名と ArgList 属性値を受け取り、値は返しません。このエントリポイントは、
実装されている場合、通常はリソースの起動を行いません。多くのエージェントは、この機
能を必要としないため、このエントリポイントを実装していません。
表 2-1

CLOSE エントリポイントが実行できる状態 - リソースの操作タイプ別

リソースタイプ

Online 状態 Offline 状
態

Probing

Going
Offline
Waiting

Going
Online
Waiting

None（persistent）

はい

N/A

はい

はい

N/A

OnOnly

はい

はい

はい

はい

はい

OnOff

はい

はい

はい

はい

はい
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open および close エントリポイントの場合、open エントリポイントが他のエントリポイント
に必要な環境を作成するのに対して、close エントリポイントは open エントリポイントが作
成した設定をクリーンする点で、互いに関係があるといえます。

shutdown エントリポイントについて
shutdown エントリポイントは、エージェントが停止される前に実行されます。エージェント

終了前に必要なエージェントのクリーンアップが実行されます。このエントリポイントは入
力も出力もありません。多くのエージェントは、この機能を必要としないため、このエントリ
ポイントを実装していません。

imf_init エントリポイントについて
これはタイプ固有のエントリポイントです。 エージェントフレームワークは、エージェントの
開始時にこのエントリポイントを呼び出します。 エージェントの開発者は、IMF 通知のモ
ジュールとインターフェースするためにエージェントを初期化するのにこのエントリポイン
トを使うことができます。

imf_register エントリポイントについて
エージェントフレームワークは、リソースを IMF に登録または登録解除するためにこのエ
ントリポイントを呼び出します。
エージェントフレームワークは、リソースが安定的に ONLINE または安定的に OFFLINE
状態になった後、IMFにリソースを登録するためのコマンドをスケジュールします。 安定
した ONLINE 状態では、リソースの以前の状態と現在の状態は、monitor エントリポイン
トによって報告されるように ONLINE になります。 安定した OFFLINE では、リソースの
以前の状態と現在の状態は、monitor エントリポイントによって報告されるように OFFLINE
になります。
エージェントフレームワークは、次の状況下で、IMF からリソースを登録解除するための
コマンドをスケジュールします。
■

IMF 属性の MonitorFreq キーがゼロ以外の値で、従来の monitor エントリポイント
が、リソースの次のいずれかの状態変化を検出した場合。
■

ONLINE から OFFLINE へ

■

OFFLINE から ONLINE へ

■

ONLINE から UNKNOWN へ

■

OFFLINE から UNKNOWN へ

■

IMF 属性の Mode キーを変更した場合。

■

リソースの ContainerInfo 属性が変化した場合。
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■

IMFRegList 属性か IMFRegList で定義された属性のいずれかが変更された場合。

■

IMFRegList が未定義で、ArgList 属性か ArgList で定義された属性のいずれかが
変更された場合。

imf_getnotification エントリポイントについて
エージェントフレームワークは、エージェントが開始され、imf_init エントリポイントが成功
を返した後、このエントリポイントを呼び出します。 エージェントフレームワークはこれをブ
ロックエントリポイントとして期待し、イベントが受信されるまで遮断されたままになります。
イベントを処理した後、エージェントフレームワークは再びこのエントリポイント上でブロッ
クします。 エージェントフレームワークは一部リソースの通知を受信し、スケジュールされ
た monitor エントリポイントのリソース状態の変更を確認します。
これは、shutdown や imf_init エントリポイントと同様にタイプ固有のエントリポイントです。

migrate エントリポイントについて
migrate エントリポイントはリソースを移行します。たとえば、LDom エージェントの migrate

エントリポイントは、ソースシステムからターゲットシステムに LDom リソースを移行します。
移行が完了すると、フレームワークによって monitor エントリポイントが自動的に呼び出
され、リソースが移行されたかどうかを検証します。migrate エントリポイントには、リソース
名、ArgList 属性、VCSInfo 値が入力として渡されます。VCSInfo は、TargetHost 名を
含む、内部的に生成される情報です。

エントリポイントの戻り値
次の一覧に、各エントリポイントの戻り値を示します。
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表 2-2

エントリポイントの戻り値

エントリポイント

戻り値

Monitor

C++ を使って実装した場合、次の ResStateValues を返します。
■

VCSAgResOnline

■

VCSAgResOffline

■

VCSAgResUnknown

■

VCSAgResIntentionalOffline

スクリプトを使って実装した場合、次の値を返します。
■

99 - Unknown

■

100 - Offline

■

101-110 - Online

■

200 - Intentional Offline

■

他の値 - Unknown

Info

操作が正常終了した場合は 0、正常終了しなかった場合は 0 以外。

Online

monitor エントリポイントがリソースの状態を確認できるようになるまでに待機
する秒数（整数）。通常は 0 であるため、すぐにリソースの状態を確認しま
す。

Offline

monitor エントリポイントがリソースの状態を確認できるようになるまでに待機
する秒数（整数）。通常は 0 であるため、すぐにリソースの状態を確認しま
す。

Clean

操作が正常終了した場合は 0、正常終了しなかった場合は 0 以外。
clean エントリポイントの実行に失敗した場合、リソースは次の定期的な
monitor エントリポイントが実行されるまで、遷移状態のままとなります。 定
期的な monitor エントリポイントが実行された後、clean エントリポイントが再
び実行されます。 clean が正常終了するまで、または CleanRetryLimit が
0 以外の値に設定されていてその値に到達しない場合は、clean に続く
monitor エントリポイントのシーケンスの実行が続行されます。
内部遷移状態について詳しくは、p.199 の 「状態遷移」 を参照してください。
を参照してください。

Action

操作が正常終了した場合は 0、正常終了しなかった場合は 0 以外。

Attr_changed

なし

Open

なし

Close

なし

Shutdown

なし
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エントリポイント

戻り値

imf_init

成功の場合は 0、失敗の場合は 1

imf_register

成功の場合は 0、失敗の場合は 1

imf_getnotification 成功の場合は 0、失敗の場合は 1、中断された場合（失敗）は 3、致命的な
障害の場合は 4
migrate

■

■

0 から 100 の範囲の整数。通常の戻り値は 0 です。戻り値が 0 以外の
場合、エージェントフレームワークは、戻り値が示す秒数の間（戻り値 *
10）待機して、リソースに対し monitor エントリポイントを呼び出します。
たとえば、戻り値が 1 の場合、1*10=10 秒後にエージェントフレームワー
クは監視をスケジュール設定します。同様に、戻り値が 5 の場合、監視
は 50 秒後にスケジュール設定されます。
255 は移行の検証が失敗したことを示し、リソースが移行したかどうか確
認するために、監視をスケジュール設定する必要はありません。以降の
監視は、MonitorInterval の値に基づいてスケジュール設定されます。

101 から 254 の範囲のその他すべての値は、将来使うために予約されてい
ます。エージェントフレームワークは、この範囲の戻り値が返されるとすべて
無視し、残りの処理を続行するために前の状態に戻ります。このエントリポイ
ントを実装する前に、MigrateWaitLimit と MigrateTimeout を参照してくだ
さい。
p.191 の 「MigrateTimeout」 を参照してください。
p.191 の 「MigrateWaitLimit」 を参照してください。
p.197 の 「SupportedOperations」 を参照してください。

C++ またはスクリプトエントリポイントの使用上の考慮事
項
エントリポイントは、C++ の関数またはスクリプトとして実装できます。
■

C++ を使用する利点は、エントリポイントをコンパイルして、エージェントフレームワー
クライブラリとリンクできる点にあります。これにより、エントリポイントがエージェントプロ
セスの一部として実行されるため、エントリポイント実行時に、新しいプロセスの作成
によるシステムのオーバーヘッドは発生しません。また、エントリポイントの呼び出しは
単なる関数呼び出しであるため、エントリポイントの実行は比較的速くなります。ただ
し、エントリポイントの機能を変更する必要がある場合は、エージェントを再コンパイル
してその変更を反映する必要があります。

■

スクリプトを使用する利点は、エントリポイントを動的に修正できる点です。ただし、ス
クリプトを実行するには、各エントリポイントの呼び出しごとに新しいプロセスが作成さ
れます。したがって、エントリポイントの実行は、C++ 実装よりも比較的時間がかかり、
より多くのシステムリソースが使用されます。
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1 つのエージェントに対して複数のエントリポイントを実装するのに、C++ またはスクリプ
トを任意の組み合わせで使用できます。これにより、最も効率的な方法で各エントリポイ
ントを実装できます。たとえば、スクリプトを使用して大部分のエントリポイントを実装しな
がら、C++ を使用して、しばしば呼び出される monitor エントリポイントを実装することも
できます。monitor エントリポイントがスクリプトで作成されている場合、このエントリポイン
トが呼び出されるたびに新しいプロセスが作成され、monitor エントリポイントを実行しま
す。
p.49 の 「C++ でのエントリポイントの作成について」 を参照してください。
p.88 の 「スクリプトでのエントリポイントの作成について」 を参照してください。

VCSAgStartup ルーチンについて
エージェントは起動されると、VCSAgStartup というルーチンを使用してエージェントの
データ構造を初期化します。

スクリプトを使ってエントリポイントを実装する場合
すべてのエージェントのエントリポイントをスクリプトとして実装する場合
UNIX では、ユーザーは VCS で提供される異なるエージェントバイナリのうち 1 つを使
うことができます。
p.132 の 「スクリプトベースのエージェントバイナリ」 を参照してください。
これらのバイナリの VCSAgStartup() 組み込み実装は、エージェントがエントリポイントの
スクリプトを検索して実行できるように、エージェントのデータ構造を初期化します。
p.88 の 「スクリプトでのエントリポイントの作成について」 を参照してください。

C++ ですべてまたは一部のエントリポイントを実装する場合
開発するエージェントに、少なくとも 1 つのエントリポイントを C++ で実装する場合、関数
VCSAgStartup() を実装して、必要な C++ 基本関数を使用し、C++ エントリポイントを
エージェントフレームワークに登録する必要があります。

例: C++ による VCSAgStartup とスクリプトエントリポイントによる
VCSAgStartup
エントリポイントの実装に C++ を使用するときは、VCSAgValidateAndSetEntryPoint
API を使用し、エントリポイントと関数名を指定します。次の例では、関数 my_shutdown
が Shutdown エントリポイントとして定義されています。
#include "VCSAgApi.h"
void my_shutdown() {
...
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}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(v51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPShutdown, my_shutdown);
}
monitor エントリポイント（必須）が指定されていないことに注意してください。これは、ス

クリプトを使用して実装されていることを表します。フィールドが設定されていないエントリ
ポイントの場合、エージェントは、次のパスにある実行すべき正しいスクリプトを自動的に
検索します。
UNIX の場合: $VCS_HOME/bin/<resource_type>/<entry_point>
AgentDirectory 属性が設定されている場合、エージェントがエントリポイントを検索する
パスは異なることがあります。AgentDirectory 属性について詳しくは、『Symantec Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
p.180 の 「AgentDirectory」 を参照してください。

エージェント情報ファイルについて
グラフィカルユーザーインターフェース（GUI）である Cluster Manager では、リソースタ
イプの属性に関する情報を表示することができます。開発者は、カスタムエージェントごと
に、この GUI で使用する属性情報を含む XML ファイルを作成することができます。この
XML ファイルには、エージェントが管理するリソース上での特定の操作を GUI で許可ま
たは禁止するために使用する情報も含まれます。

エージェント情報ファイルの例（UNIX）
エージェントの情報ファイルは、agent_name.xml という名前の XML ファイルであり、エー
ジェントディレクトリに格納されます。このファイルには、エージェント名、バージョン、リソー
スタイプ属性の引数の説明など、エージェントに関する情報が含まれます。たとえば、次
のファイルには、FileOnOff エージェントの情報が含まれます。
<?xml version="1.0" encoding="us-ascii"?>
<agent name="FileOnOff" version="version">
<agent_description>Creates, removes,
and monitors files.</agent_description>
<!--Platform the agent runs on-->
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<platform>Cross-Platform</platform>
<!--Type of agent : script-Binary-Mixed-->
<agenttype>Binary</agenttype>
<!--The minimum VCS version needed for this agent-->
<minvcsversion>5.0</minvcsversion>
<!--The agent vendor name-->
<vendor>VendorName</vendor>
<!--Is Info Entry Point Implemented-->
<info_implemented>No</info_implemented>
<!--Attributes list for this agent-->
<attributes>
<PathName type="str" dimension="Scalar" editable="True"
important="True" mustconfigure="True" unique="True"
persistent="True" range="" default="" displayname="File Name">
<attr_description>Specifies the complete pathname,
starting with the slash (/) preceding the file name.
</attr_description>
</PathName>
</attributes>
<!--List of files installed by this agent-->
<agentfiles>
<file name="$VCS_HOME/bin/FileOnOff/FileOnOffAgent" />
</agentfiles>
</agent>

エージェント情報
エージェントを説明する情報は、XML ファイルの最初の部分に記述します。これらの情
報について、次の表で説明します。これらの情報は、上述のファイルの例にも含まれてい
ます。
表 2-3

エージェント情報 XML ファイルにあるエージェント情報

エージェント情報

例

エージェント名

name="FileOnOff"

バージョン

version="x.y"

エージェントの説明

<agent_description>Creates,
removes, and monitors
files.</agent_description>

プラットフォーム(AIX、HP-UX、Linux、Solaris、 <platform>Cross-Platform</platform>
Cross-Platform など)
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エージェント情報

例

エージェントベンダー

<vendor>VendorName</vendor>

info エントリポイント実装の有無（Yes または <info_implemented>No</info_implemented>
No で指定）。指定がない場合、info エントリポ
イントは未実装と見なされます。
エージェントタイプ（Binary、Script、Mixed など） <agenttype>Binary</agenttype>
Cluster Server との互換性（エージェントをサ
ポートするために必要な最低バージョン）

<minvcsversion>5.0</minvcsversion>

属性の引数の詳細
エージェントの属性情報は、いくつかの引数で記述されます。次の表では、その引数を
説明します。前述の FileOnOff エージェントの XML ファイル例に含まれる PathName 属
性情報もご覧ください。
表 2-4

XML ファイルの属性引数の詳細説明

引数

説明

type

属性タイプに使用可能な値（たとえば、文字列の場合は「str」）。
p.18 の 「属性のデータ型」 を参照してください。

dimension

属性の値の種類（たとえば、「スカラー」など）。
p.17 の 「属性について」 を参照してください。

editable

可能な値 =「True」または「False」
属性が編集可能かどうかを示します。多くの場合、リソース属性は編集可能
です。

important

可能な値 =「True」または「False」
属性が表示の必要な重要度かどうかを示します。多くの場合、値は True で
す。

mustconfigure

可能な値 =「True」または「False」
リソースをオンライン状態にするにはこの属性の設定が必須であるかどうか
を示します。GUI では、このような属性は特別な表示方法で表示します。
mustconfigure 引数が True で、属性に値が指定されていない場合、最
初の監視サイクルでリソース状態が「UNKNOWN」になります。このような属
性の例として、IP エージェントの Address、NIC エージェントの Device、
Mount エージェントの FsckOpt などがあります。
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引数

説明

unique

可能な値 =「True」または「False」
属性の値が設定において一意であるかどうか、すなわち、同じリソースタイプ
の 2 種類のリソースが、この属性に対して同じ値を持つことがあるかどうかを
示します。このような属性の例として、IP エージェントの Address がありま
す。GUI では使用できません。

persistent

可能な値 =「True」。この引数は、常に「True」に設定される必要があります。
将来の使用のために予約されています。

range

属性値の使用可能な範囲を指定します。GUI やその他のクライアントで、こ
の値を使用して属性値の検証が可能です。
値の形式は次のとおりです。範囲は、{a,b} または [a,b] の形式で指定しま
す。角カッコは、隣接する値がこの範囲に含まれることを示します。中カッコ
は、隣接する値がこの範囲に含まれないことを示します。たとえば、{a,b] は、
範囲が a から b までであり、b は含みますが、a は含まないことを示します。
範囲が「a」より大きく、上限値がない場合は {a,] と表します。同様に、下限
値がない場合は {,b] と表します。

default

属性のデフォルト値を示します。

displayname

GUI またはクライアントで属性をユーザーにわかりやすく表示するために使
用されます。たとえば、FsckOpt の値を「fsck option」などとすることができ
ます。

エージェント XML 情報ファイルの実装
エージェント XML 情報ファイルが作成されたら、次のように実装できます。
GUI でエージェント XML 情報ファイルを実装するには

1

XMLファイル（agent.xml）が、$VCS_HOME/bin/resource_type ディレクトリまたは
AgentDirectory 属性で指定されているディレクトリに存在することを確認します。

2

クラスタ 内の各ノードでコマンドサーバーが実行されていることを確認します。

3

GUI を再起動し、GUI にエージェントの情報を表示します。

ArgList 属性と ArgListValues 属性について
ArgList 属性は、エージェントエントリポイントに渡す必要のある属性を指定します。エー
ジェントフレームワークでは、ArgListValues 属性は属性とそれに関連する値の一覧でポ
ピュレートされます。
C++ エージェントでは、ArgListValues 属性の値は、void ** 型のパラメータを介して渡
されます。たとえば、online エントリポイントのシグネチャは次のとおりです。
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unsigned int
res_online(const char *res_name, void **attr_val);

スクリプトエージェントでは、ArgListValues 属性の値はコマンドライン引数としてエントリ
ポイントのスクリプトに渡されます。
ArgListValues の値の番号は 425 を超えるべきではありません。この必要条件は ArgList
の属性がキーリスト、ベクトル、またはアソシエーションなら注意事項になります。そのよう
なタイプの非スカラー属性は通常は任意の数の値をとることができ、ArgList に含まれる
場合、エージェントはそのような属性の値から ArgListValues を計算する必要がありま
す。非スカラー属性が多くの値を含んでいる場合、ArgListValues のサイズが増加しま
す。 そのため、エージェントを開発するときに ArgList に非スカラー属性を追加する場合
はこのことに留意する必要があります。 ArgListValues 属性の値の数が 425 を超えるほ
ど大きな値を属性に設定しないよう、エージェントのユーザーに通知する必要があります。

V50 以降として登録されたエージェントの ArgListValues 属性
V50 以降として登録されたエージェントでの ArgListValues 属性では、各属性とその値
がタプル形式で指定されます。
■

■

スカラー型の属性では、3 つのコンポーネントで ArgListValues 属性を定義します。
■

属性の名前

■

値の要素数（スカラー型の属性では常に 1）

■

値自体

非スカラー型の属性（ベクトル、キーリスト、アソシエーション）では、ArgListValues 属
性には各属性で N+2 個のコンポーネントがあります。ここで、N は属性値の要素数
です。
■

属性の名前

■

属性値の要素数

■

残りの N 要素は、各属性の値に対応します。N をゼロとすることもできます。

名前と値のタプル形式の概要
エージェントバージョン V40 以前で登録されたエージェントでは、引数は、ArgList 属性
のリソースタイプに定義した順番どおりにエントリポイントに渡す必要がありました。引数の
順番の解析は、リソースタイプ定義の位置により決定していました。
V50 以降のエージェントフレームワークでは、エージェントは、属性とその値（つまり、名
前と値の形式）を受け取るエントリポイントを使用することができます。このような形式では、
属性とその名前は、ArgList 属性内の属性の位置からではなく、属性の名前から解析さ
れるようになります。
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ArgList 内の属性の一般的なタプル形式は次のとおりです。
<name> <number_of_elements_in_value> <value>

スカラー属性形式
スカラー属性では、文字列、整数、ブールにかかわらず、次の形式になります。
<attribute_name> 1 <value>
例:
DiskGroupName 1 mydg

ベクトル属性形式
ベクトル属性では、文字列、整数にかかわらず、次の形式になります。
<attribute_name> <number_of_values_in_vector> <values_in_vector>
例:
MyVector 3 aa cc dd
MyEmptyVector 0

キーリスト属性形式
文字列のキーリスト属性では、次の形式になります。
<attribute_name> <number_of_keys_in_keylist> <keys>
例:
DiskAttr 4 hdisk3 hdisk4 hdisk5 hdisk6
DiskAttr 0

アソシエーション属性形式
アソシエーション属性では、文字列、整数にかかわらず、次の形式になります。
<attribute_name> <number_of_keys_and_values> <key_value_pair>
例:
MyAssoc 4 key1 val1 key2 val2
MyAssoc 0
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異なるエージェントバージョンの ArgListValues 属性
V40 以前として登録されたエージェントでは、ArgListValues 属性は各属性値を順序付
けた一覧です。属性値は、ArgList の属性と同じ順序で列挙されます。
たとえば、タイプ「Foo」が、types.cf ファイルで次のように定義されているとします。
Type Foo (
str Name
int IntAttr
str StringAttr
str VectorAttr[]
str AssocAttr{}
static str ArgList[] = { IntAttr, StringAttr,
VectorAttr, AssocAttr }
)

さらに、リソース「Bar」が、main.cf ファイルで次のように定義されているとします。
Foo Bar (
IntAttr = 100
StringAttr = "Oracle"
VectorAttr = { "vol1", "vol2", "vol3" }
AssocAttr = { "disk1" = "1024", "disk2" = "512" }
)

この場合、V50 以降のパラメータ attr_val には次のように指定します。
attr_val[0] = "IntAttr"
attr_val[1] = "1"
// Number of components in
// IntAttr attr value
attr_val[2] = "100"
// Value of IntAttr
attr_val[3] = "StringAttr"
attr_val[4] = "1"
// Number of components in
// StringAttr attr value
attr_val[5] = "Oracle" // Value of StringAttr
attr_val[6] = "VectorAttr"
attr_val[7] = "3"
// Number of components in
// VectorAttr attr value
attr_val[8] = "vol1"
attr_val[9] = "vol2"
attr_val[10] = "vol3"
attr_val[11] = "AssocAttr"
attr_val[12] = "4"
// Number of components in
// AssocAttr attr value
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attr_val[13]
attr_val[14]
attr_val[15]
attr_val[16]
attr_val[17]

=
=
=
=
=

"disk1"
"1024"
"disk2"
"512"
NULL
// Last element

V40 またはそれ以前の場合、パラメータ attr_val には次のように指定します。

attr_val[0] ===>

"100"

//
//
attr_val[1] ===> "Oracle" //
attr_val[2] ===> "3"
//
//
attr_val[3] ===> "vol1"
attr_val[4] ===> "vol2"
attr_val[5] ===> "vol3"
attr_val[6] ===> "4"
//
//
attr_val[7] ===> "disk1"
attr_val[8] ===> "1024"
attr_val[9] ===> "disk2"
attr_val[10]===> "512"
attr_val[11]===> NULL
//

Value of IntAttr, the first
ArgList attribute.
Value of StringAttr.
Number of components in
VectorAttr.

Number of components in
AssocAttr.

Last element.

エントリポイントのタイムアウトについて
特定のエントリポイントのタイムアウト値を追加するには、AEPTimeout 属性を使います。
この機能は V50 より前のエージェントには適用されません。
AEPTimeout を 1 に設定すると、エージェントフレームワークはエントリポイントのタイム
アウト値をエントリポイントの引数として、名前と値のタプル形式で渡します。
渡される属性の名前は AEPTimeout です。
これにより、エージェントの開発者は、エントリポイントのタイムアウト値についての情報を
簡単に取得できます。MonitorTimeout や CleanTimeout のような異なる文字列を見つ
ける代わりに、エージェントの開発者は文字列 AEPTimeout を見つけるだけで済みま
す。
たとえば、エージェントが /tmp/foo に設定された PathName という名前の属性を使う場
合、monitor エントリポイントに渡されるパラメータは次のとおりです:
AEPTimeout が 0 に設定さ
れる場合

<リソース名> PathName 1 /tmp/foo
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AEPTimeout が 1 に設定さ
れる場合

<リソース名> PathName 1 /tmp/foo AEPTimeout 1
<MonitorTimeout 属性の値>

clean エントリポイントに同じ例を適用すると、パラメータは次のとおりです。
AEPTimeout が 0 に設定さ
れる場合

<リソース名> <clean 理由> PathName 1 /tmp/foo

AEPTimeout が 1 に設定さ
れる場合

<リソース名> <clean 理由> PathName 1 /tmp/foo AEPTimeout
1 <CleanTimeout 属性の値>

タイムアウト属性がリソースレベルで上書きされれば、このしくみはそのリソースのエントリ
ポイントに上書きされた値を渡します。
p.179 の 「AEPTimeout」 を参照してください。

48

3
C++ でのエントリポイントの
作成
この章では以下の項目について説明しています。
■

C++ でのエントリポイントの作成について

■

データ構造

■

C++ のエントリポイントの構文

■

エージェントフレームワーク基本関数

■

コンテナサポートのためのエージェントフレームワーク基本関数

C++ でのエントリポイントの作成について
エージェントフレームワークはマルチスレッドに対応しているため、開発者によって書かれ
るすべての C++ コードは、マルチスレッドに対して安全（MT-safe）である必要がありま
す。最善の結果を得るために、グローバル変数の使用は避けてください。グローバル変
数を使用する場合は、（たとえば、mutex ロックを使用して）アクセスを順序付ける必要が
あります。
次のガイドラインも適用されます。
■

マルチスレッドアプリケーションでは安全でない C ライブラリ関数は使用しないでくだ
さい。代わりに、同等の再入可能なものを使用してください。たとえば、readdir() で
はなく readdir_r() を使用します。 これらのコマンドのいずれかのマニュアルペー
ジにアクセスするには、man コマンドを入力します。

■

リソースを獲得するとき（メモリを動的に割り当てる、ファイルを開くなど）は、リソースが
正しく解放されるように、スレッド取り消しハンドラを使用してください。詳細について
は、pthread_cleanup_push および pthread_cleanup_pop のマニュアルページ
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を参照してください。 これらのコマンドのいずれかのマニュアルページにアクセスする
には、man コマンドを入力します。
開発するエージェントに、少なくとも 1 つのエントリポイントを C++ で実装する場合、関数
VCSAgStartup() を実装して、必要な C++ 基本関数を使用し、C++ エントリポイントを
エージェントフレームワークに登録する必要があります。
C++ のエントリポイントを使用してエージェントを作成するためのテンプレートが含まれて
いるサンプルファイルは、次の場所に格納されています。
UNIX の場合: $VCS_HOME/src/agent/Sample
C++ を使うと、コンテナ（非グローバルゾーンを含む）で実行されるアプリケーションを監
視するエージェントを開発できます。 VCS には、コンテナをサポートするための API が
用意されています。
p.82 の 「コンテナサポートのためのエージェントフレームワーク基本関数」 を参照してく
ださい。

この章で使うエントリポイントの例
この章では、Foo という名前のエージェントのエントリポイント例が示されています。この例
のエージェントには、次のリソースタイプが定義されます。
types.cf 形式で、次のように定義されます。
type Foo (
str PathName
static str ArgList[]= {PathName}
)

このリソースタイプでのエントリポイントは次のように定義されます。
online

Pathname 属性で指定されたとおりにファイルを作成します

monitor

PathName 属性で指定されたファイルの有無を確認します

offline

PathName 属性で指定されたファイルを削除します

clean

PathName 属性で指定されたファイルを強制的に削除します

action

事前に指定したアクションを実行します

info

PathName 属性で指定された属性値で ResourceInfo 属性をポピュレート
します
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データ構造
ここでは、エントリポイントに関連する各種の列挙について説明します。
■

VCSAgResState:
VCSAgResState 列挙では、monitor エントリポイントが返すことができる状態を記述
します。
enum VCSAgResState {
VCSAgResOffline, // Resource is OFFLINE
VCSAgResOnline, // Resource is ONLINE
VCSAgResUnknown,// Resource state is UNKNOWN
VCSAgResIntentionalOffline// Resource state is OFFLINE, but is
intentionally done. Only in V51 and later agents)
};

■

VCSAgWhyClean
この VCSAgWhyClean 列挙では、clean エントリポイントが呼び出される理由を記述
します。
enum VCSAgWhyClean {
VCSAgCleanOfflinehung,// offline entry point did not complete
within the expected time.
VCSAgCleanOfflineIneffective,// offline entry point was
ineffective.
VCSAgCleanOnlineHung,// online entry point did not complete
within the expected time.
VCSAgCleanOnlineIneffective,// online entry point was
ineffective.
VCSAgCleanUnexpectedOffline,// The resource became offline
unexpectedly.
VCSAgCleanMonitorHung// monitor entry point did not complete
within the expected time.
};

■

VCSAgResInfoOp
VCSAgResInfoOp 列挙では、ResourceInfo 属性のデータを初期化するか更新す
るかどうかを示します。
enum VCSAgResInfoOp {
VCSAgResInfoAdd = 1,// Add non-default keys to the
ResourceInfo attribute.
VCSAgResInfoUpdate// Update only the non-default
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key-value data pairs in the ResourceInfo attribute.
};

C++ のエントリポイントの構文
ここでは、C++ のエントリポイントの構文について説明します。

C++ VCSAgStartup の構文
void VCSAgStartup();

この C++ 関数の名前は VCSAgStartup() にする必要があります。
次に例を示します。
//
//
//
//
//

This example shows the VCSAgStartup() function
implementation,assuming that the monitor, online, offline
and clean entry points are implemented in C++ and the
respective function names are res_monitor, res_online,
res_offline, and res_clean.

#include "VCSAgApi.h"
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMonitor, res_monitor);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOnline, res_online);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOffline, res_offline);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPClean, res_clean);
}

VCSAgResState res_monitor(const char *res_name, void
**attr_val, int
*conf_level) {
...
}
unsigned int res_online(const char *res_name,
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void **attr_val) {
...
}
unsigned int res_offline(const char *res_name,
void **attr_val) {
...
}
unsigned int res_clean(const char *res_name,
VCSAgWhyClean reason, void **attr_val) {
...
}

C++ monitor の構文
VCSAgResState
res_monitor(const char *res_name, void **attr_val,int
*conf_level);

この関数には任意の名前を使うことが可能です。
パラメータ conf_level は、出力パラメータです。戻り値はリソースの状態を示し、定義さ
れている VCSAgResState 値であることが必要です。
p.36 の 「エントリポイントの戻り値 」 を参照してください。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
VCSAgResState
res_monitor(const char *res_name, void **attr_val, int
*conf_level)
{
// Code to determine the state of a resource.
VCSAgResState res_state = ...
if (res_state == VCSAgResOnline) {
// Determine the confidence level (0 to 100).
*conf_level = ...
}
else {
*conf_level = 0;
}
return res_state;
}
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void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMonitor, res_monitor);
}

C++ info の構文
unsigned int res_info (const char *res_name,
VCSAgResInfoOp resinfo_op, void **attr_val, char
**info_output, char ***opt_update_args, char
***opt_add_args);

この関数には任意の名前を使うことが可能です。

resinfo_op
resinfo_op パラメータは、ResourceInfo 属性のデータを初期化するか更新するかど

うかを示します。次の表は、このフィールドの値とその重要性を示します。
resinfo_op の値 重要性
1

3 つのデフォルトキー（State、Msg、TS）に非デフォルトキーを追加し、
ResourceInfo 属性の、名前と値のデータペアを初期化します。
この呼び出しにより、ResourceInfo 属性の現在値には State、Msg、TS の
3 つの基本キーしかないことがエントリポイントに示されます。

2

ResourceInfo 属性の中の、非デフォルトキー値のデータペアだけを更新し
ます。デフォルトキーの State、Msg、TS は更新しません。
この呼び出しにより、ResourceInfo 属性にはデフォルトキーの他に非デフォ
ルトキーがあることが示され、非デフォルトキーのみが更新されます。この呼
び出しでキーの追加を試みると、エラーになります。

info_output
info_output は、info エントリポイントの出力が格納される文字列です。出力値は、リ

ソースについてまとめられた任意のデータです。ResourceInfo 属性の Msg キーは、
info_output とともに更新されます。info エントリポイントが成功（0）で終了すると、
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info_output に格納されている出力は、ResourceInfo 属性の Msg キーにダンプされ

ます。
info_output へのメモリの割り当ては、info エントリポイントが行います。この引数に割

り当てられるメモリの削除は、エージェントフレームワークが行います。メモリはエントリポイ
ントで割り当てられ、エージェントフレームワークで削除されるため、エントリポイントは、割
り当てられているメモリのアドレスをエージェントフレームワークに渡す必要があります。

opt_update_args
opt_update_args パラメータは、ResourceInfo 属性の様々な名前と値のペアを示す

文字列の配列です。この引数には info エントリポイントのメモリが割り当てられますが、
この引数に割り当てられるメモリはエージェントフレームワークで解放されます。
ResourceInfo 属性は、これらの名前と値のペアとともに更新されます。この配列内の名
前はすでに ResourceInfo 属性内に存在する必要があります。
次に例を示します。
ResourceInfo = { State = Valid, Msg = "Info entry point output",
TS = "Wed May 28 10:34:11 2003",
FileOwner = root, FileGroup = root, FileSize = 100 }

この ResourceInfo 属性の有効な opt_update_args 配列は、次のとおりです。
opt_update_args = { "FileSize", "102"

}

名前と値のペアのこの配列は、ResourceInfo 属性に格納されている動的データを更新
します。
無効な opt_update_args 配列には、ResourceInfo 属性には存在しないキーを指定
するものや、State、Msg、TS のいずれかのキーを指定するものなどがあります。これら 3
つのキーを更新できるのはエージェントフレームワークのみで、エントリポイントは更新で
きません。

opt_add_args
opt_add_args は、ResourceInfo 属性に追加される様々な名前と値のペアを示す文

字列の配列です。この配列内の名前は、ResourceInfo 関連リストに存在しないため、
この属性に追加する必要があるキーを示します。この引数には info エントリポイントのメ
モリが割り当てられますが、このメモリはエージェントフレームワークで解放されます。
ResourceInfo 属性には、これらの名前と値のペアが入力されます。
次に例を示します。
ResourceInfo = { State = Valid, Msg = "Info entry point
TS = "Wed May 28 10:34:11 2003" }

output",
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この属性の有効な opt_add_args 配列は、次のとおりです。
opt_add_args = { "FileOwner", "root",
"root", "FileSize", "100" }

"FileGroup",

名前と値のペアのこの配列は、ResourceInfo 属性に格納されている静的および動的
データに追加され、これらを初期化します。
無効な opt_add_args 配列には、ResourceInfo 属性にすでに存在するキーを指定す
るものや、State、Msg または TS のいずれかのキーを指定するものなどがあります。これ
らのキーを更新できるのはエージェントフレームワークのみで、エントリポイントは更新で
きません。

例: C++ での info エントリポイントの実装
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() パラメータを、エントリポイントの関数（res_info）

の名前に設定します。
次の例に示すように、エントリポイントに info 出力バッファを割り当てます。バッファは任
意のサイズにできますが（例では 80）、エージェントフレームワークにより 2048 バイトに
切り捨てられます。省略可能な名前と値の組み合わせでは、名前と値のそれぞれに 4096
バイトの限度があります（例では 15 を使用）。
V51 エントリポイントの例:
extern "C" unsigned int res_info(const char *res_name,
VCSAgResInfoOp resinfo_op, void **attr_val, char **info_output,
char ***opt_update_args, char ***opt_add_args)
{
struct stat stat_buf;
int I;
char **args = NULL;
char *out = new char [80];
*info_output = out;
VCSAgSnprintf(out, 80,"Output of info entry point - updates
the ¥"Msg¥" key in ResourceInfo attribute");
//
//
//
//
//
//

Use the stat system call on the file to get its
information The attr_val array will look like "PathName"
"1" "<pathname value>" ... Assuming that PathName is the
first attribute in the attr_val array, the value
of this attribute will be in index 2 of this attr_val
array
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if (attr_val[2]) {
if ((strlen((CHAR *)(attr_val[2])) != 0) &&
(stat((CHAR *)(attr_val[2]), &stat_buf) == 0)) {
if (resinfo_op == VCSAgResInfoAdd) {
// Add and initialize all the static and
// dynamic keys in the ResourceInfo attribute
args = new char * [7];
for (I = 0; I < 6; I++) {
args[i] = new char [15];
}
// All the static information - file owner
// and group
VCSAgSnprintf(args[0], 15, "%s", "Owner");
VCSAgSnprintf(args[1], 15, "%d",
stat_buf.st_uid);
VCSAgSnprintf(args[2], 15, "%s", "Group");
VCSAgSnprintf(args[3], 15, "%d",
stat_buf.st_gid);
// Initialize the dynamic information for the file
VCSAgSnprintf(args[4], 15, "%s", "FileSize");
VCSAgSnprintf(args[5], 15, "%d",
stat_buf.st_size);
args[6] = NULL;
*opt_add_args = args;
}
else {
// Simply update the dynamic keys in the
// ResourceInfo attribute. In this case, the
// dynamic info on the file
args = new char * [3];
for (I = 0; I < 2; I++) {
args[i] = new char [15];
}
VCSAgSnprintf(args[0], 15, "%s", "FileSize");
VCSAgSnprintf(args[1], 15, "%d",
stat_buf.st_size);
args[2] = NULL;
*opt_update_args = args;
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}
}
else {
// Set the output to indicate the error
VCSAgSnprintf(out, 80, "Stat on the file %s failed",
attr_val[2]);
return 1;
}
}
else {
// Set the output to indicate the error
VCSAgSnprintf(out, 80, "Error in arglist values passed to
the info entry point");
return 1;
}
// Successful completion of the info entry point
return 0;
} // End of entry point definition

C++ online の構文
unsigned int
res_online(const char *res_name, void **attr_val);

この関数には任意の名前を使うことが可能です。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() のパラメータを、エントリポイントの関数の名前に設
定します。
次の例では、関数 res_online が Online エントリポイントとして定義されています。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
unsigned int
res_online(const char *res_name, void **attr_val) {
// Implement the code to online a resource here.
...
// If monitor can check the state of the resource
// immediately, return 0. Otherwise, return the
// appropriate number of seconds to wait before
// calling monitor.
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return 0;
}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOnline, res_online);
}

C++ offline の構文
unsigned int
res_offline(const char *res_name, void **attr_val);

この関数には任意の名前を使うことが可能です。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() のパラメータを、エントリポイントの関数の名前に設
定します。
次の例では、関数 res_offline が Offline エントリポイントとして定義されています。
次に例を示します。

#include "VCSAgApi.h"
unsigned int
res_offline(const char *res_name, void **attr_val) {
// Implement the code to offline a resource here.
...
// If monitor can check the state of the resource
// immediately, return 0. Otherwise, return the
// appropriate number of seconds to wait before
// calling monitor.
return 0;
}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");

59

第 3 章 C++ でのエントリポイントの作成
C++ のエントリポイントの構文

VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOffline, res_offline);}

C++ clean の構文
unsigned int
res_clean(const char *res_name, VCSAgWhyClean reason, void
**attr_val);

この関数には任意の名前を使うことが可能です。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() のパラメータを、エントリポイントの関数の名前に設
定します。
次の例では、関数 res_clean が Clean エントリポイントとして定義されています。
次に例を示します。

#include "VCSAgApi.h"
unsigned int
res_clean(const char *res_name, VCSAgWhyClean reason,
void **attr_val) {
// Code to forcibly offline a resource.
...
// If the procedure is successful, return 0; else
// return 1.
return 0;

void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPClean, res_clean);}
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C++ action の構文
unsigned int
action(const char *res_name, const char *action_token,
void **attr_val, char **args, char *action_output);

C++ の action エントリポイントに渡されるパラメータは、ユーザーが実行する例を使用し
て次のように記述されます。
$> hares -action res1 myaction...

これをコマンドラインまたは同等の GUI から実行します。
■

res_name: 入力パラメータです。そのコンテキストで action エントリポイントが呼び出
されるリソースの名前です。上の例では、res_name は「res1」に設定されます。

■

action_token: 入力パラメータです。ユーザーが実行したい処理の名前を与えます。
上の例では、action_token は「myaction」に設定されます。
ユーザーが
$> hares -action res1 youraction ...

を実行した場合は、上と同じ関数が呼び出されますが、action_token が「youraction」
に設定されます。このパラメータによって、1 つのエージェントが別の処理を実装し、
すべての処理を上記の同じ関数内で対応できるようになります。
■

attr_val: 入力パラメータです。処理が呼び出されるリソースの ArgListValues を含ん
でいます。

■

args: 入力パラメータです。「hares -action」コマンドを呼び出すときに「-actionargs」
スイッチに渡される文字列のリストを含んでいます。
$> hares -action res1 myaction -actionargs foo bar fubar -sys
...

これは、「foo」、「bar」、「fubar」を args パラメータで与えます。
■

action_output: 出力パラメータです。エージェントの開発者が「hares -action」コマン
ドを呼び出すことの結果としてユーザーに参照してほしいすべての出力を、このパラ
メータによってポインタが指定されているバッファに格納する必要があります。ユー
ザーに表示される文字の最大数は 2048（2K）文字です。

action エントリポイントを実装する関数の名前をエージェントに登録するには、
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() API を使います。
次に例を示します。
extern "C"
unsigned int res_action (const char *res_name, const char
*token,void **attr_val, char **args, char
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*action_output)
{
const int output_buffer_size = 2048;
//
// checks on the attr_val entry point arg list
// perform an action based on the action token passed in
if (!strcmp(token, "token1")) {
//
// Perform action corresponding to token1
//
} else if (!strcmp(token, "token2") {
//
// Perform action corresponding to token2
//
}
:
:
:
} else {
//
// a token for which no action is implemented yet
//
VCSAgSnprintf(action_output, output_buffer_size, "No implementation
provided for token(%s)", token);
}
//
// Any other checks to be done
//
//
// return value should indicate whether the ep succeeded or
// not:
// return 0 on success
// any other value on failure
//
if (success) {
return 0;
}
else {
return 1;
}
}
void VCSAgStartup()
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{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPAction, res_action);
}

C++ attr_changed の構文
void
res_attr_changed(const char *res_name, const char
*changed_res_name,
const char *changed_attr_name,
void **new_val);

パラメータ new_val には、属性の新しい値が含まれます。 new_val のエンコードは、
「ArgList 属性と ArgListValues 属性について」で説明されているエンコードに類似して
います。
p.43 の 「ArgList 属性と ArgListValues 属性について」 を参照してください。
この関数には任意の名前を使うことが可能です。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() のパラメータを、エントリポイントの関数の名前に設
定します。
次の例では、関数 res_attr_changed が attr_changed エントリポイントとして定義されて
います。
メモ: このエントリポイントは、基本関数である VCSAgRegister や、エージェントパラメー
タ RegList を使用して、変化を通知するために、事前に登録している場合にのみ実行さ
れます。
p.194 の 「RegList」 を参照してください。
次に例を示します。

#include "VCSAgApi.h"
void
res_attr_changed(const char *res_name,
const char *changed_res_name,
const char *changed_attr_name,
void **new_val) {
// When the value of attribute Foo changes, take some action.
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if ((strcmp(res_name, changed_res_name) == 0) &&
(strcmp(changed_attr_name, "Foo") == 0)) {
// Extract the new value of Foo. Here, it is assumed
// to be a string.
const char *foo_val = (char *)new_val[0];
// Implement the action.
...
}
// Resource Ora1 managed by this agent needs to
// take some action when the Size attribute of
// the resource Disk1 is changed.
if ((strcmp(res_name, "Ora1") == 0) &&
(strcmp(changed_attr_name, "Size") == 0) &&
(strcmp(changed_res_name, "Disk1") == 0)) {
// Extract the new value of Size. Here, it is
// assumed to be an integer.
int sizeval = atoi((char *)new_val[0]);
// Implement the action.
...
}
}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPAttrChanged,
res_attr_changed);}

C++ open の構文
void res_open(const char *res_name, void **attr_val);

この関数には任意の名前を使うことが可能です。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() のパラメータを、エントリポイントの関数の名前に設
定します。
次の例では、関数 res_open が Open エントリポイントとして定義されています。
次に例を示します。
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#include "VCSAgApi.h"
void res_open(const char *res_name, void **attr_val) {
// Perform resource initialization, if any.
// Register for attribute change notification, if needed.
}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOpen, res_open);
}

C++ close の構文
void res_close(const char *res_name, void **attr_val);

この関数には任意の名前を使うことが可能です。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() のパラメータを、エントリポイントの関数の名前に設
定します。
次の例では、関数 res_close が Close エントリポイントとして定義されています。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
void res_close(const char *res_name,void **attr_val) {
// Resource-specific de-initialization, if needed.
// Unregister for attribute change notification, if any.
}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
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VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPClose, res_close);
}

C++ shutdown の構文
void shutdown();

この関数には任意の名前を使うことが可能です。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() のパラメータを、エントリポイントの関数の名前に設
定します。
次の例では、関数 shutdown が Shutdown エントリポイントとして定義されています。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
void shutdown() {
// Agent-specific de-initialization, if any.
}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPShutdown, shutdown);
}

C++ migrate の構文
unsigned int res_migrate (const char *res_name, void **attr_val)

関数に任意の名前を割り当てることができます。
VCSAgValidateAndSetEntryPoint() パラメータをエントリポイントの関数の名前に設定
します。
次を参照してください。p.36 の 「エントリポイントの戻り値 」 を参照してください。
次の例では、関数 res_migrate が migrate エントリポイントとして定義されています。
次に例を示します。
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#include "VCSAgApi.h"
unsigned int
res_migrate(const char *res_name, void **attr_val) {
// Implement the code to migrate a resource here.
}
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V60);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMigrate, res_migrate);
}

エージェントフレームワーク基本関数
基本関数は、エージェントフレームワークによって実装される C++ メソッドです。ここで
は、基本関数を定義します。
次も参照してください。
p.82 の 「コンテナサポートのためのエージェントフレームワーク基本関数」 を参照してく
ださい。

VCSAgGetMonitorLevel
int VCSAgGetMonitorLevel(int *level_one, int *level_two);

エージェントの開発者はこの基本関数を使用して、LevelOne（基本）監視、LevelTwo（詳
細）監視、または両方をスケジュール設定する必要があるかどうかを問い合わせることが
できます。
■

■

出力パラメータ
■

level_one - このパラメータは 1 か 0 に更新されます。値 0 は、基本監視がスケ
ジュール設定されないことを示します。値 1 は、基本監視がスケジュール設定さ
れることを示します。
p.186 の 「IMF」 を参照してください。

■

level_two - このパラメータは 0、1、2 に更新されます。値 0 は詳細監視がスケ
ジュール設定されないこと、値 1 は詳細監視がスケジュール設定されることを表
します。値 2 は、基本監視（level_ one）が現在実行中の監視で状態をオンライ
ンとして報告した場合に、詳細監視がスケジュール設定されることを表します。

戻り値: API がパスした失敗したかに基づいて、VCSAgSuccess または
VCSAgFailure に設定できます。
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次の例は、出力パラメータを設定するプロセスの概要を示したものです。
たとえば、LevelTwoMonitorFrequency を 5 に設定し、リソース状態が ONLINE の
場合、監視サイクル 5 回ごとに level_two パラメータは値 1 になります。リソース状態
が OFFLINE の場合、毎回の監視サイクルで level_two は値 2 になります。
p.188 の 「LevelTwoMonitorFreq」 を参照してください。
MonitorFreq を 5 に設定し、リソースが IMF に登録されている場合は、監視サイクル
5 回ごとに level_one パラメータの値が 1 になります。
p.186 の 「IMF」 を参照してください。
■

Usage:
int ret = VCSAgFailure;
ret = VCSAgGetMonitorLevel(&level_one, &level_two);

メモ: この API は、監視エントリポイントで使う場合にかぎり、使用可能です。この API を
他のエントリポイントで呼び出しても、適切な監視レベルは示されません。
p.94 の 「VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL」 を参照してください。

VCSAgGetFwVersion
int VCSAgGetFwVersion();

この基本関数は、最新のエージェントフレームワークのバージョンを返します。
p.95 の 「VCSAG_GET_AGFW_VERSION」 を参照してください。

VCSAgGetRegVersion
int VCSAgGetRegVersion();

この基本関数は、現在登録されているエージェントフレームワークのバージョンを返しま
す。
p.96 の 「VCSAG_GET_REG_VERSION」 を参照してください。

VCSAgRegisterEPStruct
void VCSAgRegisterEPStruct (VCSAgAgentVersion version, void *
ep_struct);

この基本関数は、エージェントフレームワークが、ep_struct で指定されているエントリポ
イント実装を使用することを要求します。この基本関数は、VCSAgStartup 関数以外から
実行しないでください。

68

第 3 章 C++ でのエントリポイントの作成
エージェントフレームワーク基本関数

VCSAgSetCookie2
void *VCSAgSetCookie2(const char *name, void *cookie)

この基本関数は、void *cookie パラメータで指定された cookie をエージェントフレーム
ワークが格納することを要求します。その cookie にすでに関連付けられている値がある
場合、基本関数は新しい値を設定し、古い値を返します。この cookie と関連付けられた
値がない場合、cookie に新しい値を設定し、NULL を返します。
この値は、エージェントフレームワークに対して透過的なもので、基本関数
VCSAgGetCookie() を呼び出すことによって取得できます。cookie が永続的に格納さ
れるわけではありません。エージェント処理の終了時に失われます。この基本関数は任
意のエントリポイントから実行することが可能です。次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
...
// Assume that the online, offline, and monitor
// operations on resource require a certain key. Also
// assume that obtaining this key is time consuming, but
// that it can be reused until this process is
// terminated.
//
// In this example, the open entry point obtains the key
// and stores it as a cookie. Subsequent online,
// offline, and monitor entry points get the cookie and
// use the key.
//
// Note that the cookie name can be any unique string.
// This example uses the resource name as the cookie
// name.
//
void *get_key() {
...
}
void res_open(const char *res_name, void **attr_val) {
if (VCSAgGetCookie(res_name) == NULL) {
void *key = get_key();
VCSAgSetCookie2(res_name, key);
}
}
VCSAgResState res_monitor(const char *res_name, void
**attr_val, int *conf_level_ptr) {
VCSAgResState state = VCSAgResUnknown;
*conf_level_ptr = 0;
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void *key = VCSAgGetCookie(res_name);
if (key == NULL) {
// Take care of the rare cases when
// the open entry point failed to
// obtain the key and set the the cookie.
key = get_key();
VCSAgSetCookie2(res_name, key);
}
// Use the key for testing if the resource is
// online, and set the state accordingly.
...
return state;
}

VCSAgRegister
void
VCSAgRegister(const char *notify_res_name,
const char *res_name,
const char *attr_name);

この基本関数は、リソース res_name の属性 attr_name の値が変わったときに、エー
ジェントフレームワークがリソース notify_res_name に通知することを要求します。通知
は、notify_res_name に対して attr_changed エントリポイントを実行することによって
行われます。
notify_res_name は res_name と同じでかまいません。

この基本関数は、どのエントリポイントからでも実行することが可能ですが、attr_changed
エントリポイントが実装されている場合にのみ有効です。次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
...
void res_open(const char *res_name, void **attr_val) {
// Register to get notified when the
// "CriticalAttr" of this resource is modified.
VCSAgRegister(res_name, res_name, "CriticalAttr");
// Register to get notified when the "CriticalAttr"
// of current resource is modified. It is assumed
// that the name of the current resource is given
// as the first ArgList attribute.
VCSAgRegister((const char *) attr_val[0], (const
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char *) attr_val[0], "CriticalAttr");
// Register to get notified when the
// "CriticalAttr" of "CentralRes" is modified.
VCSAgRegister(res_name, "CentralRes",
"CriticalAttr");
// Register to get notified when the
// "CriticalAttr" of another resource is modified.
// It is assumed that the name of the other resource
// is given as the first ArgList attribute.
VCSAgRegister(res_name, (const char *)attr_val[0],
"CriticalAttr");
}

VCSAgUnregister
void
VCSAgUnregister(const char *notify_res_name, const char
*res_name,
const char *attr_name);

この基本関数は、リソース res_name の属性 attr_name の値が変わったときに、エー
ジェントフレームワークがリソース notify_res_name の通知を停止することを要求しま
す。この基本関数は任意のエントリポイントから実行することが可能です。次に例を示しま
す。
#include "VCSAgApi.h"
...
void res_close(const char *res_name, void **attr_val) {
// Unregister for the "CriticalAttr" of this resource.
VCSAgUnregister(res_name, res_name, "CriticalAttr");
// Unregister for the "CriticalAttr" of another
// resource. It is assumed that the name of the
// other resource is given as the first ArgList
// attribute.
VCSAgUnregister(res_name, (const char *)
attr_val[0], "CriticalAttr");
}
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VCSAgGetCookie
void *VCSAgGetCookie(const char *name);

この基本関数は、事前に VCSAgSetCookie2() を実行することによって設定した cookie
をエージェントフレームワークが取得することを要求します。cookie が設定されていなかっ
た場合は、NULL を返します。この基本関数は任意のエントリポイントから実行することが
可能です。次に例を示します。

#include "VCSAgApi.h"
...
// Assume that the online, offline, and monitor
// operations on resource require a certain key. Also
// assume that obtaining this key is time consuming, but
// that it can be reused until this process is terminated.
//
// In this example, the open entry point obtains the key
// and stores it as a cookie. Subsequent online,
// offline, and monitor entry points get the cookie and
// use the key.
//
// Note that the cookie name can be any unique string.
// This example uses the resource name as the cookie name.
//
void *get_key() {
...
}
void res_open(const char *res_name, void **attr_val) {
if (VCSAgGetCookie(res_name) == NULL) {
void *key = get_key();
VCSAgSetCookie2(res_name, key);
}
}
VCSAgResState res_monitor(const char *res_name, void
**attr_val, int *conf_level_ptr) {
VCSAgResState state = VCSAgResUnknown;
*conf_level_ptr = 0;
void *key = VCSAgGetCookie(res_name);
if (key == NULL) {
// Take care of the rare cases when the open
// entry point failed to obtain the key and
// set the the cookie.
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key = get_key();
VCSAgSetCookie2(res_name, key);
}
// Use the key for testing if the resource is
// online, and set the state accordingly.
...
return state;
}

VCSAgStrlcpy
void VCSAgStrlcpy(CHAR *dst, const CHAR *src, int size)

この基本関数は、入力バッファ「src」の内容を、最大で「size」文字数まで出力バッファ
「dst」にコピーします。 ここで、「size」は、出力バッファ「dst」のサイズを参照します。これ
によりバッファオーバーフローエラーを防止できます。 出力バッファに十分な領域がない
場合、バッファ「dst」の内容は切り捨てられる場合があります。

VCSAgStrlcat
void VCSAgStrlcat(CHAR *dst, const CHAR *src, int size)

この基本関数は、入力バッファ「src」の内容を、出力バッファ「dst」の内容に連結します。
このとき、バッファ「dst」の合計文字数が最大で「size」値を超えないように連結します。こ
こで、「size」は、出力バッファ「dst」のサイズを参照します。
これによりバッファオーバーフローエラーを防止できます。出力バッファに十分な領域が
ない場合、バッファ「dst」の内容は切り捨てられる場合があります。

VCSAgSnprintf
int VCSAgSnprintf(CHAR *dst, int size, const char *format,

...)

この基本関数は、任意の数の引数を受け入れ、C ライブラリ関数の「sprintf」と同様に動
作します。ただし、この基本関数は出力バッファ「dst」のサイズを引数として取り込みます。
この基本関数は最大で「size」文字数までを出力バッファ「dst」に格納します。これにより
バッファオーバーフローエラーを防止できます。出力バッファに十分な領域がない場合、
バッファ「dst」の内容は切り捨てられる場合があります。

VCSAgCloseFile
void VCSAgCloseFile(void *vp)
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ファイルを閉じるためのスレッドのクリーンアップハンドラです。入力（つまり、vp）は、ファ
イル記述子とする必要があります。

VCSAgDelString
void VCSAgDelString(void *vp)

（文字 *）を削除するためのスレッドのクリーンアップハンドラです。 入力（vp）は、「new
char(xx)」を使用して割り当てられたメモリへのポインタとする必要があります。

VCSAgExec
int VCSAgExec(const char *path, char *const argv[], char *buf, long
buf_size, unsigned long *exit_codep)

新しいプロセスに分岐し、プログラムを実行した後で、プログラムが完了するまで待ち、状
態を戻します。また、stdout と stderr からメッセージを取り込み、buf に保持します。 呼
び出し側では、buf のサイズを buf_size 以上確保するようにします。
VCSAgExec は強制取り消しポイントです。 VCSAgExec を呼び出す C++ エントリポイ
ントが、この API を呼び出す前に取り消しを無効にしても、スレッドは VCSAgExec 内で
取り消される場合があります。 したがって、エントリポイントでは、適切な取り消しクリーン
アップハンドラをプッシュしたことを確認してから、VCSAgExec を呼び出す必要がありま
す。 強制取り消しでは、タイムアウトのエントリポイントを実行しているサービススレッドは、
この API で作成した子プロセスが終了するまで実行を続けたり待機することはなく、取り
消し要求を受け取ったときに取り消しを実行します。
関数の引数の説明
path

実行するプログラム名。

argv

プログラムへの引数。argv（0）は path と同じにする必要があります。 argv
の最終エントリは NULL にする必要があります （execv syntax と同じ）。

buf

stdout または stderr からのメッセージを保持するバッファ。呼び出し側で準
備する必要があります。この関数は割り当てを行いません。この関数が戻る
と、buf は NULL 終端になります。

bufsize

buf のサイズ。 stdout または stderr へのメッセージの合計サイズが bufsize
を超える場合、初めから（buf_size - 1）文字分だけが戻されます。

exit_codep

実行したプログラムの終了コードの格納場所を指すポインタ。この値は、
UNIX では wait() によって記述されたものと解釈する必要があります。

戻り値: 実行が正常に終了した場合は VCSAgSuccess が戻ります。
例:

74

第 3 章 C++ でのエントリポイントの作成
エージェントフレームワーク基本関数

//
// ...
//
char **args = new char* [3];
char buf[100];
unsigned int status;
args[0] = "/usr/bin/ls";
args[1] = "/tmp";
args[2] = NULL;
int result = VCSAgExec(args[0], args, buf, 100, &status);
if (result == VCSAgSuccess) {

// Unix:
if (WIFEXITED(status)) {
printf("Child process returned %d¥n", WEXITSTATUS(status));
}
else {
printf("Child process terminated abnormally(%x)¥n", status);
}
}
else {
printf("Error executing %s¥n", args[0]);
}
//
// ...
//

VCSAgExecWithTimeout
int VCSAgExecWithTimeout(const char *path, char *const argv[],
unsigned int timeout, char *buf, long buf_size, unsigned long
*exit_codep)

新しいプロセスに分岐し、プログラムを実行した後で、プログラムが完了するまで待ち、状
態を戻します。 プロセスがタイムアウト値の時間内に完了しない場合、強制終了します。
また、stdout または stderr からメッセージを取り込み、buf に保持します。 呼び出し側で
は、buf のサイズを buf_size 以上確保するようにします。 VCSAgExecWithTimeout は
強制取り消しポイントです。 VCSAgExecWithTimeout を呼び出す C++ エントリポイント
が、API を呼び出す前に取り消しを無効にしても、スレッドは VCSAgExecWithTimeout
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内で取り消されることがあります。 したがって、エントリポイントでは、適切な取り消しクリー
ンアップハンドラをプッシュしたことを確認してから、VCSAgExecWithTimeout を呼び出
す必要があります。 強制取り消しでは、タイムアウトのエントリポイントを実行しているサー
ビススレッドは、この API で作成した子プロセスが終了するまで実行を続けたり待機する
ことはなく、取り消し要求を受け取ったときに取り消しを実行します。
関数の引数の説明
path

実行するプログラム名。

argv

プログラムへの引数。argv（0）は path と同じにする必要があります。 argv
の最終エントリは NULL にする必要があります （execv syntax と同じ）。

timeout

秒数を指定します。プロセスはこの秒数内に実行を完了する必要がありま
す。 ゼロを指定した場合、この API はデフォルトで VCSAgExec() と同じに
なり、timeout は無視されます。 指定した timeout 値が、エントリポイントが
タイムアウトになるまでの残り時間を超える場合、この API は可能な最大タ
イムアウト値を自動的に使用します。 たとえば、API に指定した timeout 値
が 40 秒で、エントリポイントが 20 秒後にタイムアウトになるとします。この場
合、エージェントは timeout 値を 17 秒（20 - 3 秒）と内部的に計算して設定
します。 3 秒は、この API を使用して作成されたプロセスのタイムアウトから
エントリポイントプロセスのタイムアウトまでの猶予期間です。

buf

stdout または stderr からのメッセージを保持するバッファ。呼び出し側で準
備する必要があります。この関数は割り当てを行いません。この関数が戻る
と、buf は NULL 終端になります。

bufsize

buf のサイズ。stdout または stderr へのメッセージの合計サイズが bufsize
を超える場合、初めから（buf_size - 1）文字分だけが戻されます。

exit_codep

実行したプログラムの終了コードの格納場所を指すポインタ。この値は、UNIX
では wait() によって記述されたものと解釈する必要があります。

戻り値: 実行が正常に終了した場合は VCSAgSuccess が戻ります。

VCSAgGenSnmpTrap
void VCSAgGenSnmpTrap(int trap_num, const char *msg, VCSAgBool
is_global)

この API を使用して SNMP や SMTP 経由で通知を送信します。 clusterOutOfBandTrap
を使用してエージェントのエントリポイントからの通知メッセージを送信します。
関数の引数の説明
trap_num

トラップの識別子です。この番号をエージェントのトラップ oid に追記して、
このイベントに対する重複のないトラップ oid を生成します。
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msg

送信する通知メッセージです。

is_global

通知を生成するイベントが、エージェントが動作しているシステムに対して
ローカルであるかどうかを示すブール値です。

VCSAgSendTrap
void VCSAgSendTrap(const CHAR *msg)

この API を使用して notifier プロセスを通じて通知を送信します。入力（つまり、msg）が
送信する通知メッセージです。

VCSAgLockFile
int VCSAgLockFile(const char *fname, VCSAgLockType ltype,
VCSAgBlockingType btype, VCSAgErrnoType *errp)

指定したファイルの読み込みロックまたは書き込みロック（つまり共有ロックまたは排他ロッ
ク）を取得します。ブロックモードと非ブロックモードの両方をサポートします。ロックを取得
できた場合は 0 が戻り、また非ブロックが要求されロックがビジー状態であった場合は
VCSAgErrWouldBlock が戻ります。それ以外の場合は -1 が戻ります。各スレッドは別々
のロック所有者と見なされます。
警告: このプロセス内で、VCSAgReadLockFile()、VCSAgWriteLockFile()、
VCSAgUnlockFile() インターフェースを使わずに、ファイルに対する操作（open や close
など）を実行しないでください。

VCSAgInitEntryPointStruct
void VCSAgInitEntryPointStruct(VCSAgAgentVersion agent_version)

この基本関数により、この API に渡されたエージェントフレームワークのバージョンに従っ
て、エージェントはエントリポイント構造体を初期化できます。この基本関数は、
VCSAgStartup 関数以外から実行しないでください。
Examples:

VCSAgInitEntryPointStruct(V50);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
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V40 および V50

V51

V60

■

open

■

monitor

■

online

■

offline

■

clean

■

action

■

info

■

attr_changed

■

close

■

shutdown

■

imf_init

■

imf_register

■

imf_getnotification

■

移行

使用可能な登録バージョン番号について詳しくは、次の場所にある VCSAgApiDefs.h
ヘッダーファイルを確認してください。
/opt/VRTSvcs/include/VCSAgApiDefs.h

VCSAgSetStackSize
void VCSAgSetStackSize(int I)

エージェントフレームワークはエージェントのスレッドのデフォルトのスタックサイズを 1MB
に設定します。呼び出し元スレッドのスタックサイズをある値に設定するには、
VCSAgStackSize を使います。

VCSAgUnlockFile
int VCSAgUnlockFile(const char *fname, VCSAgErrnoType

*errp)

指定したファイルの読み込みロックまたは書き込みロック（つまり、共有ロックまたは排他
ロック）を解除します。ロックを解除できたら 0 が戻り、それ以外の場合は -1 が戻ります。
Mt-safe; 遅延キャンセルセーフ
警告: このプロセス内で、VCSAgReadLockFile()、VCSAgWriteLockFile()、
VCSAgUnlockFile() インターフェースを使わずに、ファイルに対する操作（open や close
など）を実行しないでください。
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VCSAgValidateAndSetEntryPoint
void VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEntryPoint ep, f_ptr)

この基本関数により、エージェント開発者は、C++ エントリポイントをエージェントフレーム
ワークとともに登録できます。また、コンパイル時に、エントリポイント関数のシグネチャの
確認を実行します。
VCSAgEntryPoint は VCSAgApiDefs.h で定義された列挙データ型です。
Usage:
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMonitor, my_monitor_func);

VCSAgSetLogCategory
void VCSAgSetLogCategory(int cat_id)

エージェントのログカテゴリを、cat_id に指定した値に設定します。

VCSAgGetProductName
const CHAR *VCSAgGetProductName()

この API は製品の名前をログ記録の目的でフェッチします。

VCSAgMonitorReturn
VCSAgResState VCSAgMonitorReturn(VCSAgResState state, s32
conf_level, const CHAR *conf_msg)

VCSAgResState state: monitor エントリポイントで検出されたリソースの状態。
int conf_level: リソースがオンラインであると見なされた信頼度。この値の範囲は 10 ～
100 です。
const char * conf_msg: monitor エントリポイントから ONLINE と報告されているリソー
スの信頼度が 100 より低い場合、このパラメータはリソースの信頼度が低い理由を含ん
でいる文字列を受け入れます。報告される信頼度が 100 である場合、またはリソースの
状態が Offline か IntentionalOffline として報告される場合は、エージェントの開発者が
この API に信頼メッセージの文字列を提供しても、信頼メッセージは自動的に消去され
ます。
メモ: また、VCSAgMonitorReturn API に渡される引数と同じ引数を用いたマクロ
VCSAG_MONITOR_RETURN を使用して、このAPIを呼び出すことができます。
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VCSAgSetResEPTimeout
void VCSAgSetResEPTimeout(s32

tmo)

この API を使用すると、エージェントのエントリポイントは、エントリポイントの実行コンテキ
スト内からタイムアウト値を動的に拡張できるようになります。これは、エントリポイントから
実行されたコマンドに予想より長い時間がかかり、エントリポイントがタイムアウトしたくない
場合に必要になることがあります。タイムアウトの意図はエントリポイントが時間どおりに確
実に終わるようにすることなので、この API は慎重に使うことをお勧めします。
Usage:
VCSAgSetResEPTimeout(tmo);

p.96 の 「VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT」 を参照してください。

VCSAgDecryptKey
VCSAgDecryptKey(char *key, char *outbuf, int buflen);

この API を使うと、ユーザーによって ArgListValues で渡された暗号化された文字列を
解読できます。通常、ユーザーは VCS によって提供される暗号化コマンドを使ってパス
ワードの文字列属性値を暗号化します。エントリポイントは暗号化された文字列をこの API
を使って解読し、元の文字列を取得できます。

VCSAgGetConfDir
void VCSAgGetConfDir(char *buf, int bufsize)

VCS の設定ディレクトリの名前を戻します。
VCS_CONF 環境変数が設定されている場合は変数の値を戻し、設定されていない場
合はデフォルト値を戻します。 .
呼び出し元はバッファを提供する必要があります。

VCSAgGetHomeDir
void VCSAgGetHomeDir(char *buf, int bufsize)

VCS のホームディレクトリの名前を戻します。 VCS_HOME 環境変数が設定されている
場合は変数の値を戻し、設定されていない場合はデフォルト値を戻します。
呼び出し元はバッファを提供する必要があります。
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VCSAgGetLogDir
VCSAgGetLogDir(char *buf, int bufsize)

VCS のログディレクトリの名前を戻します。VCS_LOG 環境変数が設定されている場合
は変数の値を戻し、設定されていない場合はデフォルト値を戻します。
呼び出し元はバッファを提供する必要があります。

VCSAgGetSystemName
void VCSAgGetSystemName(char *buf, int bufsize)

エージェントが現在動作しているシステムの名前を戻します。
呼び出し元はバッファを提供する必要があります。

VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(sev, msgid, flags, fmt, variable_args...)

マクロ VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG を使って、メッセージを HAD ログに送ります。メッセー
ジの重要度が CRITICAL または ERROR の場合、メッセージはコンソールにも記録され
ます。
使用方法:
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_ERROR, 14002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Resource could not be brought down because,
the attempt to remove the file(%s) failed with error(%d)",
(CHAR *)(*attr_val), errno);

p.117 の 「C++ のエージェントのログ用 API」 を参照してください。

VCSAG_LOG_MSG
VCSAG_LOG_MSG(sev, msgid, flags, fmt, variable_args...)

マクロ VCSAG_LOG_MSG を C++ エージェントエントリポイント内で使って、重要度が
CRITICAL から INFORMATION までのすべてのメッセージをエージェントログファイル
に記録できます。
使用方法:
VCSAG_LOG_MSG(VCS_ERROR, 14002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Resource could not be brought down because
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the attempt to remove the file(%s)
failed with error(%d)", (CHAR *)(*attr_val), errno);

p.117 の 「C++ のエージェントのログ用 API」 を参照してください。

VCSAG_LOGDBG_MSG
マクロ VCSAG_LOGDBG_MSG をエージェントエントリポイント内で使用して、特定の重要度
に関するデバッグメッセージをエージェントログに記録できます。マクロ VCSAG_LOGDBG_MSG
は、リソースタイプレベルでログ記録を制御します。
VCSAG_LOGDBG_MSG(dbgsev, flags, fmt, variable_args);

マクロ VCSAG_LOGDBG_MSG は、リソースタイプレベルでログ記録を制御します。
Usage:
VCSAG_LOGDBG_MSG(VCS_DBG5, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Received AMF monitor stop. Unregistering the group");

p.117 の 「C++ のエージェントのログ用 API」 を参照してください。

VCSAG_RES_LOG_MSG
LogDbg 属性を無効にしてリソースレベルでのデバッグを有効化することにより、マクロ
VCSAG_RES_LOG_MSG を使用して、特定のリソースのリソースレベルのデバッグログメッ
セージを出力できます。デバッグの重要度 DBG_1 から DBG_21 のみが受け入れられ
ます。
VCSAG_RES_LOG_MSG(dbgsev, flags, fmt, variable_args);

マクロ VCSAG_RES_LOG_MSG は、リソースタイプレベルでログ記録を制御します。
Usage:
VCSAG_RES_LOG_MSG(VCS_DBG4, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"PathName is (%s)", (CHAR *)(*attr_val));

p.117 の 「C++ のエージェントのログ用 API」 を参照してください。

コンテナサポートのためのエージェントフレームワーク基
本関数
次の API は、AIX WPAR、XRM コンテナおよび Solaris ゾーンで実行されるエージェン
トで使用します。ゾーンは Solaris バージョン 10 以上でサポートされます。
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メモ: コンテナのサポートは、バージョン V50 以降のエージェントでのみ利用できます。

VCSAgIsContainerUp
int VCSAgIsContainerUp();

この API は、真または偽のいずれかを戻します。サービスグループ下で構成されたコン
テナが動作中の場合、この API は真を戻し、それ以外は偽を戻します。

VCSAgGetContainerTypeEnum
VCSAgContainerType VCSAgGetContainerTypeEnum(const char *ctype);

この基本関数は、コンテナタイプ名を取り込み、対応する VCSAgContainerType enum
値を返します。

VCSAgExecInContainer2
int VCSAgExecInContainer2(const CHAR *path, CHAR *const argv[], char
*buf, long buf_size, unsigned long *exit_codep);

この API は、VCSAgExec と同じですが、エージェントが特定のコマンドまたはスクリプト
をシステムの特定のコンテナで実行するためだけに使用されます。 コンテナが有効になっ
ていない場合または無効なコンテナが指定された場合、あるいは OS がコンテナをサポー
トしていない場合、API はグローバルコンテナのコマンドまたはスクリプトを実行します。シ
ステムにコンテナを設定していない場合、またエージェントが特定のコンテナでスクリプト
を実行する必要がない場合は、VCSAgExec API を使用してください。
buf と exit_codep のメモリは、呼び出し側の関数で割り当てる必要があります。
p.74 の 「VCSAgExec」 を参照してください。
p.107 の 「VCSAG_EXEC_IN_CONTAINER 」 を参照してください。

VCSAgIsContainerCapable
VCSAgBool VCSAgIsContainerCapable();

この API は、真または偽のいずれかを戻します。
■

Solaris ゾーンの場合
エージェントが Solaris 10 以上のバージョンのシステムで実行している場合、API は
真を戻し、それ以外は偽を戻します。
エージェントはこの API を使用してゾーン固有の操作を実行するかどうかを決定しま
す。たとえば、psinfo 構造の zone_id フィールドとリソース設定に指定されたゾーン

83

第 3 章 C++ でのエントリポイントの作成
コンテナサポートのためのエージェントフレームワーク基本関数

名の ID とを比較して、検出したプロセスが本当にエージェントが探しているプロセス
であるかどうかを確認します。
■

XRM の場合
エージェントが XRM 対応のシステムで実行している場合、API は真を戻し、それ以
外は偽を戻します。

■

WPAR の場合
エージェントが WPAR 対応のシステムで実行している場合、API は真を戻し、それ
以外は偽を戻します。

VCSAgExecInContainerWithTimeout
int VCSAgExecInContainerWithTimeout((const CHAR *path, CHAR *const
argv[] u32 timeout, CHAR *buf, long buf_size, unsigned long
*exit_codep);

この API は、VCSAgExecWithTimeout API に似ています。この API は、エージェント
が特定のコマンドまたはスクリプトをシステムの特定のコンテナで実行するためだけに使
用できます。 コンテナが有効になっていない場合または無効なコンテナが指定された場
合、あるいは OS がコンテナをサポートしていない場合、API はグローバルコンテナのコ
マンドまたはスクリプトを実行します。システムにコンテナを設定していない場合、またエー
ジェントが特定のコンテナでスクリプトを実行する必要がない場合は、
VCSAgExecWithTimeout API を使用してください。
buf と exit_codep のメモリは、呼び出し側の関数で割り当てる必要があります。

VCSAgGetUID
int VCSAgGetUID(const CHAR *user, int *uid, int *euid, int
*home_exists);

この API は、特定のユーザーが、リソースオブジェクトで指定されたようにコンテナ内部
で有効であるかどうかを確認します。API は、コンテナ info がリソースに設定されている
場合はコンテナ内部で、コンテナ info がリソースに設定されていない場合はグローバル
コンテナで、ユーザーの uid および euid を返します。 home_exists パラメータは、指定
したユーザーのホームディレクトリがコンテナ内に存在するかどうかを示します。
uid、euid、home_exists のメモリは、呼び出し側の関数で割り当てる必要があります。
API は、正常に行われたときに 0、失敗したときには 1 を返します。

VCSAgIsPidInContainer
int VCSAgIsPidInContainer(VCSPID pid);
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この API は、特定の pid が、リソースオブジェクトで指定されたようにコンテナ内部で実行
されているかどうかを確認します。 コンテナが有効になっていない場合、API は pid がグ
ローバルコンテナで動作していることを確認します。
戻り値
■

コンテナ内で proc pid が実行されている場合は 1

■

コンテナ内で proc pid が実行されていない場合は 0

■

API がプロセスのコンテナ info を確認できない場合は -1。ContainerType が無効な
値の場合に発生することがあります。

VCSAgIsProcInContainer
int VCSAgIsProcInContainer(void *psinfop);

この API は、特定の psinfo 構造に対応するプロセスが、リソースオブジェクトで指定され
たようにコンテナ内部で実行されているかどうかを確認します。 コンテナが有効になって
いない場合、API はプロセスがグローバルコンテナで動作していることを確認します。
戻り値
■

コンテナ内で proc pid が実行されている場合は 1

■

コンテナ内で proc pid が実行されていない場合は 0

■

API がプロセスのコンテナ info を確認できない場合は -1。ContainerType が無効な
値の場合に発生することがあります。

p.107 の 「VCSAG_IS_PROC_IN_CONTAINER」 を参照してください。

VCSAgGetContainerID2
int VCSAgGetContainerID2()

この API は、コンテナの ID を取得します。
エントリポイントを実装しているスレッドに基づき、エージェントは、この API が呼び出され
るリソースを識別し、そのリソースのコンテナ ID を返します。コンテナ ID は、Name キー
の値として ConteinerInfo 属性で指定されたコンテナの ID です。
戻り値
■

リソース名またはコンテナ名が NULL の場合、コンテナが停止している場合、エージェ
ントが実行している OS バージョンに対してコンテナが適用不可能な場合は、-1。

■

コンテナ名が有効で、コンテナが起動している場合は、非負整数のコンテナ ID。
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VCSAgGetContainerName2
char *VCSAgGetContainerName2();

Solaris ゾーンの場合、この API は、指定したリソースに設定されている場合に、コンテ
ナの名前を取得します。
XRM の場合、この API は、Execution Context の名前を取得します。
WPAR の場合、API は WPAR の名前を取得します。
API は、コンテナ名へのポインタを返します。呼び出し側は、戻されるポインタに関連付
けられる空きメモリを確保しておく必要があります。
コンテナの名前は、リソースが属するグループのグループレベルの属性である
ContainerInfo で設定された値です。

VCSAgGetContainerBasePath
int VCSAgGetContainerBasePath (char *buf, int bufsize, int *exit_info)

この API は、グループレベルの ContainerInfo 属性に記述されたコンテナのベースパス
を戻します。 この API は、グローバルゾーンまたは WPAR から実行する必要がありま
す。
Solaris ゾーンの場合
■

エージェントが Solaris コンピュータで動作している場合、API はゾーンがインストー
ルされているゾーンの基本パスを返します。

WPAR の場合
■

エージェントが AIX コンピュータで動作している場合、API は WPAR がインストール
されている WPAR の基本パスを返します。

入力パラメータ:
buf

コンテナの基本パスを格納するバッファ。 呼び出し側はバッファの用のメモリの
確保と解放のための準備をしておく必要があります。

bufsize

渡されるバッファのサイズ。

出力パラメータ
buf

その実行の最後にコンテナの基本パスを格納するためのバッファ。

exit_info

戻り値で説明されているように、特定の場合に呼び出し元に拡張情報を提供し
ます。

戻り値:
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0

ContainerInfo 属性が正しく設定されている場合、次のことを意味します。
■

名前は <valid_container_name> に設定されます。

■

タイプは <valid_container_type> に設定されます。

■

Enabled は 1 に設定されます。

コンテナの基本パスは buf パラメータで返されます。
1

buf に null が渡された場合。

2

バッファサイズがコンテナの基本パスのサイズより小さい場合。
渡すべき必要なバッファサイズの正しい値を反映するため、exit_info パラメー
タが更新されます。

3

ContainerInfo 属性の Enable キーが、0 または 2 に設定されている場合。
Name キーが <valid_container_name> に設定されている場合にのみ、コン
テナのベースパスが buf パラメータで戻されます。

4

ContainerInfo 属性がリソースで設定されていない場合。 たとえば、
ContainerInfo の Name キーが "" か ContainerInfo の Type キーが無効な場
合。

5

コンテナの基本パスを取得するコマンドが失敗した場合。 コマンドの exit ステー
タスに応じて exit_info パラメータが更新されます。

6

OS がコンテナ対応でない場合。

p.104 の 「VCSAG_GET_CONTAINER_BASE_PATH」 を参照してください。

VCSAgGetContainerEnabled
この API は ContainerInfo 属性の Enabled キーを返します。
戻り値:
0

ContainerInfo がグループレベルに定義されていない場合、Enabled キーのデ
フォルト値を戻します。

0、1、または 2

ContainerInfo がグループレベルに定義されている場合、Enabled キーの現在
の値を戻します。

Enabled キーの値について詳しくは、『SFHA 仮想化ガイド』を参照してください。
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4
スクリプトでのエントリポイン
トの作成
この章では以下の項目について説明しています。
■

スクリプトでのエントリポイントの作成について

■

スクリプトエントリポイントの構文

■

エージェントフレームワークの基本関数

■

コンテナをサポートするエージェントフレームワーク基本関数

■

スクリプトのエントリポイントの例

スクリプトでのエントリポイントの作成について
UNIX では、スクリプトエージェントは、VCS 製品に付属のエージェントバイナリの 1 つを
使います。エージェントバイナリは次の場所にあります。
$VCS_HOME/bin/
p.132 の 「スクリプトベースのエージェントバイナリ」 を参照してください。
エントリポイントは、C++ またはスクリプトを使って実装できます。C++ で 1 つでもエントリ
ポイントを実装した場合、VCSAgStartup 関数を実装する必要があります。エントリポイン
トを C++ で実装しない場合、VCSAgStartup 関数のデフォルトの実装は、前述のように
VCS で提供されるスクリプトエージェントバイナリ内にあるため、VCSAgStartup を実装
する必要はありません。
p.39 の 「VCSAgStartup ルーチンについて」 を参照してください。
Perl やシェルスクリプトを使って、エントリポイントを開発できます。
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スクリプトのエントリポイント使用上のルール
スクリプトのエントリポイントには、シェルや Perl（製品には Perl のパッケージが付属しま
す）などの実行ファイルまたはスクリプトを使うことができます。
スクリプトのエントリポイントを実装する場合は、次のルールに従います。

UNIX プラットフォームの場合
■

VCSAgStartup 関数では、VCSAgValidateAndSetEntryPoint() API を使ってエン

トリポイントに C++ 関数を設定しない場合、エージェントフレームワークでエントリポイ
ントがスクリプトベースであると判断されます。
p.39 の 「VCSAgStartup ルーチンについて」 を参照してください。
■

スクリプトファイルの名前がエントリポイントの名前と同じであることを確認します。

■

ファイルを $VCS_HOME/bin/resource_type ディレクトリまたは AgentDirectory
属性で指定されているディレクトリに配置します。たとえば、Perl を使用して Oracle
用の online エントリポイントを実装している場合は、online スクリプトを次のディレ
クトリに配置する必要があります。
$VCS_HOME/bin/Oracle/online

■

シェルでスクリプトを書く場合は、sh のインストールディレクトリが PATH 環境変数に
含まれることを確認してください。

スクリプトのエントリポイントのパラメータと値
スクリプトエントリポイントの入力パラメータは、コマンドライン引数として渡されます。すべ
てのエントリポイントにおいて、1 番目の引数はリソース名です（引数を取らない shutdown
を除く）。
一部のエントリポイントには、戻り値を VCS に返すための出力パラメータがあります。詳
しくは、エンドポイントの説明を参照してください。
p.90 の 「スクリプトエントリポイントの構文」 を参照してください。

ArgList 属性
エージェントエントリポイントに渡される必要がある属性を指定します。
p.43 の 「ArgList 属性と ArgListValues 属性について」 を参照してください。

例
タイプ「Foo」が types.cf で次のように定義されているとします。
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Type Foo (
str Name
int IntAttr
str StringAttr
str VectorAttr[]
str AssocAttr{}
static str ArgList[] = { IntAttr, StringAttr,
VectorAttr, AssocAttr }
)

さらに、リソース「Bar」が、VCS 設定ファイル main.cf で次のように定義されているとしま
す。
Foo Bar (
IntAttr = 100
StringAttr = "Oracle"
VectorAttr = { "vol1", "vol2", "vol3" }
AssocAttr = { "disk1" = "1024", "disk2" = "512" }
)

V51 エージェントの場合、Bar の online スクリプトの呼び出しは次のようになります。
online Bar IntAttr 1 100 StringAttr 1 Oracle VectorAttr 3 vol1
vol2 vol3 AssocAttr 4 disk1 1024 disk2 512

p.43 の 「ArgList 属性と ArgListValues 属性について」 を参照してください。

スクリプトエントリポイントの構文
ここでは、スクリプトのエントリポイントの構文について説明します。

monitor スクリプトの構文
monitor resource_name ArgList_attribute_values

スクリプトのエントリポイントは、リソースの状態と信頼度を兼ねた終了値を返します。例:
■

99 は不明であることを示します。

■

100 は offline を示します。

■

101 は online と信頼度 10 を示します。

■

102-109 は online と信頼度 20-90 を示します。

■

110 は online と信頼度 100 を示します。
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■

200 は intentional offline を示します。

終了値が上記の値のいずれかでない場合、状態は不明であると考えられます。

online スクリプトの構文
online resource_name

ArgList_attribute_values

リソースがオンライン状態になるために必要な時間を秒で表したものを、終了値として返
します。それはまた適切な操作を検証するために monitor エントリポイントを実行する前
に経過する必要がある時間を意味します（秒単位）。終了値は通常は 0 です。

offline スクリプトの構文
offline resource_name

ArgList_attribute_values

リソースがオフライン状態になるために必要な時間を秒で表したものを、終了値として返
します。終了値は通常は 0 です。
それはまた適切な操作を検証するために monitor エントリポイントを実行する前に経過
する必要がある時間を意味します（秒単位）。

clean スクリプトの構文
clean resource_name clean_reason argList_attribute_values

変数 clean_reason には、次の値のいずれかが指定されます。
0 - offline エントリポイントが、想定された時間内に完了しませんでした。
(p.192 の 「OfflineTimeout」 を参照してください。 )
1 - offline エントリポイントが無効でした。
2 - online エントリポイントが、想定された時間内に完了しませんでした。
( p.193 の 「OnlineTimeout」 を参照してください。 )
3 - online エントリポイントが無効でした。
4 - 予期せぬ原因でリソースがオフライン化されました。
5 - monitor エントリポイントが繰り返し失敗し、想定された時間内に完了しませんでした
(p.185 の 「FaultOnMonitorTimeouts」 を参照してください。 )
終了値は 0（正常終了）または 1（失敗）です。
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action スクリプトの構文
action resource_name
ArgList_attribute_values_AND_action_arguments

終了値は 0（正常終了）または 1（失敗）です。
エージェントフレームワークにより、action エントリポイントの出力は 2048 バイトに制限さ
れています。

attr_changed スクリプトの構文
attr_changed resource_name changed_resource_name
changed_attribute_name new_attribute_value

終了値は無視されます。
メモ: このエントリポイントは、基本関数である VCSAgRegister()（p.70 の
「VCSAgRegister」 を参照してください。 ）や、エージェントパラメータ RegList（p.194 の
「RegList」 を参照してください。 ）を使用して、変化を通知するために、事前に登録して
いる場合にのみ実行されます。

info スクリプトの構文
info resource_name resinfo_op ArgList_attribute_values

属性 resinfo_op は、1 または 2 に設定できます。
resinfo_op の値

重要性

1

ResourceInfo 属性の静的および動的な名前と値データのペアを追加
および初期化します。

2

ResourceInfo 属性の動的データのみを更新します。

このエントリポイントは、ResourceInfo 属性の静的および動的な名前と値のペアを追加
および更新できます。info エントリポイントには特定の出力はありませんが、このエントリ
ポイントは ResourceInfo 属性を更新します。

open スクリプトの構文
open resource_name

終了値は無視されます。

ArgList_attribute_values
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close スクリプトの構文
close resource_name

ArgList_attribute_values

終了値は無視されます。

shutdown スクリプトの構文
shutdown

終了値は無視されます。

imf_init スクリプトの構文
imf_init

type_name

ここで、type_name はエージェントのタイプです。たとえば、Mount、Process、Application
など。
終了値は、正常終了の場合は 0、失敗の場合は 1 です。

imf_register スクリプトの構文
imf_register

res_name mswitch rstate ArgList_attribute_values

res_name

登録に必要なリソースの名前。

mswitch

このパラメータの可能な値は、VCSAgIMFMonitorStop または
VCSAgIMFMonitorStart です。
値が VCSAgIMFMonitorStart なら、下位のモジュールにリソー
スを登録します。 値が VCSAgIMFMonitorStop なら、下位のモ
ジュールからリソースの登録を解除します。 これはエージェントフ
レームワークによって渡されます。

rstate

このパラメータの可能な値は、VCSAgIMFResOffline または
VCSAgIMFResOnline です。
値が VCSAgIMFResOffline の場合、OFFLINE 監視用に下位
のモジュールにリソースを登録します。 値が
VCSAgIMFResOnline の場合、ONLINE 監視用に下位のモ
ジュールに登録します。

終了値は、正常終了の場合は 0、失敗の場合は 1 です。
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メモ: また、imf_register エントリポイントは、公開された PIPE FD にリソース ID を書き込
むことによって、リソース ID をエージェントフレームワークに返します。

imf_getnotification スクリプトの構文
imf_getnotification type_name
type_name

エージェントのタイプ。たとえば、Mount、Process、Application
など。

正常終了の場合、終了値は 0（ゼロ）。失敗の場合は 1。中断された場合（障害の場合）
は 3。重要な障害の場合は 4。
メモ: imf_getnotification エントリポイントは、イベント情報を公開された PIPE FD に書き
込むことによって、エージェントフレームワークにリソースイベント通知も戻します。

migrate スクリプトの構文
migrate resource_name attribute_values

終了値は、移行手順が有効になるまでの予測時間（秒数）として解釈されます。終了値
は 0 ～ 100 の整数です。エージェントフレームワークは、値が示す秒数（戻り値 * 10）待
機し、リソースに対して monitor エントリポイントを呼び出して適切な操作を検証します。
終了値は通常は 0 です。詳しくは、migrate エントリポイントの戻りコードを参照してくだ
さい。
p.36 の 「エントリポイントの戻り値 」 を参照してください。

エージェントフレームワークの基本関数
基本関数は、エージェントフレームワークによって実装される、Perl ベースまたは Shell
ベースのメソッドです。ここでは、基本関数を定義します。

VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL
エージェントの開発者はこの基本関数を使用して、LevelOne（基本）監視、LevelTwo（詳
細）監視、または両方をスケジュール設定する必要があるかどうかを問い合わせることが
できます。
出力パラメータ
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■

level_one: このパラメータは、基本監視をスケジュール設定する必要があるかどうか
によって、1 または 0 に更新されます。値 0 は基本監視がスケジュール設定されない
こと、値 1 は基本監視がスケジュール設定されることを表します。
p.186 の 「IMF」 を参照してください。

■

level_two: このパラメータは、リソースの現在の状態に基づき、詳細監視をスケジュー
ル設定する必要があるかどうかによって、0、1、または 2 に更新されます。値 0 は詳
細監視がスケジュール設定されないこと、値 1 は詳細監視がスケジュール設定され
ること、値 2 は基本監視（level_one）で状態がオンラインと報告される場合は詳細監
視がスケジュール設定されることを表します。
次の例は、出力パラメータの設定を示しています。
LevelTwoMonitorFrequency を 5 に設定し、リソースの状態が ONLINE の場合
は、監視サイクル 5 回ごとに level_two の値が 1 になります。リソースの状態が
OFFLINE の場合は、監視サイクルごとに level_two の値が 2 になります。
p.188 の 「LevelTwoMonitorFreq」 を参照してください。
MonitorFreq を 5 に設定し、リソースが IMF に登録されている場合は、監視サイク
ル 5 回ごとに level_one パラメータの値が 1 になります。
p.186 の 「IMF」 を参照してください。

この API は、通常、Perl または Shell ベースのスクリプトとして使われます。
Perl ベース:
この API は、level_one の値、level__two の値、状態を、戻り値として返します。
使い方: ($ret, $level_one, $level_two) = VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL();
■

$ret : API が渡されたか失敗したかを確認します。

■

$level_one : API が渡された場合は、level_one の監視フラグの値を保持します。

■

$level_two : API が渡された場合は、level_2 の監視フラグの値を保持します。

Shell ベース:
この API は、level_one と level__two の値を環境変数 VCSAG_MONITOR_LEVEL_ONE
と VCSAG_MONITOR_LEVEL_TWO として返し、状態を戻り値として返します。
使い方: VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL
API が渡された場合は、LevelOne と LevelTwo の監視フラグの値を次のようにフェッチ
します。
■

level_one=${VCSAG_MONITOR_LEVEL_ONE}

■

level_two=${VCSAG_MONITOR_LEVEL_TWO}

VCSAG_GET_AGFW_VERSION
この API は、エージェントの最新バージョンを取得するのに使うことができます。
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■

Perl ベース: バージョン情報を戻り値として返します。
Usage:
my $agfw_ver = VCSAG_GET_AGFW_VERSION();

■

Shell ベース: バージョン情報を環境変数 VCSAG_AGFW_VERSION_VALUE で返し、成
功したか失敗したかを戻り値として提供します。
Usage:
VCSAG_GET_AGFW_VERSION agfw_ver=${VCSAG_AGFW_VERSION_VALUE}

VCSAG_GET_REG_VERSION
この API は、登録済みのエージェントバージョンを取得するのに使うことができます。
■

Perl ベース: バージョン情報を戻り値として返します。
Usage:
my $agfw_reg_ver = VCSAG_GET_REG_VERSION();

■

Shell ベース: バージョン情報を環境変数 VCSAG_REG_VERSION_VALUE で返し、成
功したか失敗したかを戻り値として提供します。
Usage:
VCSAG_GET_REG_VERSION agfw_reg_ver=${VCSAG_REG_VERSION_VALUE}

VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT
この API を使用すると、エージェントのエントリポイントは、エントリポイントの実行コンテキ
スト内からタイムアウト値を動的に拡張できるようになります。これは、エントリポイントから
実行されたコマンドに予想より長い時間がかかり、エントリポイントがタイムアウトしたくない
場合に必要になることがあります。タイムアウトの意図はエントリポイントが時間どおりに確
実に終わるようにすることなので、この API は慎重に使うことをお勧めします。
■

Perl ベースの使い方:
VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT($time);

■

Shell ベースの使い方:
VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT${time}

VCSAG_GET_ATTR_VALUE
この API は、属性の値を取得するのに使うことができます。属性はスカラー型、キーリスト
型、またはアソシエーション型になります。
入力パラメータ:
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■

属性名: 最初の引数は、値とインデックスを設定する必要がある属性の名前を保持し
ます。

■

属性のインデックス: 省略可能な引数です。

■

■

■

スカラー属性の値を取得する場合は、-1 と指定してください。

■

キーリスト、ベクトル、アソシエーション属性のキーの数とその属性のインデックス
のみをフェッチする必要がある場合、この引数は指定しません。

■

キーリスト、ベクトル、アソシエーション属性の特定のキーをフェッチする必要があ
る場合は、属性のインデックスを指定してください。

値のインデックスが必要です。
■

スカラー属性の値をフェッチする場合は、1 と指定してください。

■

キーリスト、ベクトル、アソシエーション属性のキーの数とその属性のインデックス
のみをフェッチする必要がある場合、この引数は指定しません。

■

キーリスト、ベクトル、アソシエーション属性の値キーをフェッチする必要がある場
合は、キーのインデックスを指定してください。

arglist: 値付きの属性のリスト。ResourceName と CleanReason は、このリストでは渡
しません。

Perl ベースの API 用の出力パラメータ:
■

ret_val: この API は、成功した場合は値 0 を返し、失敗した場合はゼロ以外の値を
戻します。エラーはデバッグレベル DBG_1 で出力されます。

スカラー属性の値をフェッチするための、VCSAG_GET_ATTR_VALUE API の使用
■

シェル:
VCSAG_GET_ATTR_VALUE "MountPoint" -1 1 @ARGV

環境変数 VCSAG_ATTR_VALUE が値を格納します。
■

Perl:
my ($ret, $MountPoint) =
VCSAG_GET_ATTR_VALUE ("MountPoint", -1, 1, @ARGV);

キーリスト、ベクトル、アソシエーション型属性の値をフェッチするための、
VCSAG_GET_ATTR_VALUE API の使用
■

ユーザーは、キーリスト属性のキーの数と引数リストの属性のインデックスを取得して
から、API をループで呼び出す必要があります。ユーザーは、キーリスト、ベクトル、ア
ソシエーション属性のキーまたは値を取得できます。
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キーリスト属性のキーの数と引数リストの属性のインデックスを取
得するには
シェル:
VCSAG_GET_ATTR_VALUE "PidFiles" "$@"

値の数は環境変数 VCSAG_ATTR_VALUE に格納され、環境変数 VCSAG_ATTR_INDEX は
引数リストの属性のインデックスを保持します。
Perl:
次に例を示します。
my ($retval, $NumOfArgs, $indexofattr) =
VCSAG_GET_ATTR_VALUE("ACTION_ARGS", @ARGV);

キーリストとベクトル属性の特定のキーを取得するには
シェル:
VCSAG_GET_ATTR_VALUE "PidFiles" ${VCSAG_ATTR_INDEX} $index "$@"

変数 VCSAG_ATTR_VALUE は、インデックス（$index）でキーの値を保持します。
Perl:
my ($retval, $value_of_key) =
VCSAG_GET_ATTR_VALUE("ACTION_ARGS", $indexofattr, $index_of_key, @ARGV);

前述の方法でキーの数を取得し、この API をループで呼び出すことによって、キーリスト
とベクトル属性のすべてのキーを取得できます。

アソシエーション属性でキーの数を、引数リストで属性のインデッ
クスを取得するには
シェル:
VCSAG_GET_ATTR_VALUE

"RHEVMInfo"

"$@argv "

Perl:
my ($ret_val, $ NumOfArgs, $indexofattr) =
VCSAG_GET_ATTR_VALUE ("RHEVMInfo", @argv);

アソシエーション属性の特定のキーまたは値を取得するには:
シェル:
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VCSAG_GET_ATTR_VALUE " RHEVMInfo " ${VCSAG_ATTR_INDEX} $index "$@"

変数 VCSAG_ATTR_VALUE は、インデックス（$index）でキーの値を保持します。
Perl:

($retval, $value) =
VCSAG_GET_ATTR_VALUE("RHEVMInfo", $indexofattr, $index_of_key_or_val, @argv);

前述の方法でキーの数を取得し、この API をループで呼び出すことによって、アソシエー
ション属性のすべてのキーを取得できます。

VCSAG_SET_RESINFO
この API は、指定されたキーと値を使用して、ResourceInfo を設定または修正します。
入力パラメータ:
■

info_type: 対応するキーと値のペアを属性 ResourceInfo に追加できるようにこの
API を最初に呼び出すときには「1」に設定します。また、キーの値を更新するために
2 番目に呼び出すときには「2」に設定します。

■

key_name: 追加または更新する必要があるキーを指定します。

■

key_val: 追加または更新する必要があるキーの値を指定します。

出力パラメータ
■

キーと値のペアを正常に追加または更新したときに、VCSAG_SUCCESS を返します。

シェル:
VCSAG_SET_RESINFO “${info_type}”

“${key_name}”

“${key_val}”

Perl:
VCSAG_SET_RESINFO(${info_type}, ${key_name}, ${key_val});

VCSAG_MONITOR_EXIT
この API は、必要に応じて ConfidenceLevel 属性と ConfidenceMsg 属性の設定と共
に、オンライン、オフライン、または不明な状態でエントリポイントを終了します。
入力パラメータ:
■

リソースの終了状態
■

VCSAG_RES_UNKNOWN: リソースの状態が不明なときには、監視でこの値が返され

ます。
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■

VCSAG_RES_OFFLINE: リソースの状態がオフラインのときには、監視でこの値が

返されます。
■

VCSAG_RES_ONLINE: リソースの状態がオンラインのときには、監視でこの値が返

されます。
■

VCSAG_RES_INTENTIONALOFFLINE: リソースの状態が意図的なオフラインである

と検出されたときには、監視でこの値が返されます。
■

終了状態がオンラインの場合の新しい信頼度で、そうでない場合は無視されます（省
略可能）。信頼度は 10 から 100 % の間です。

■

終了状態がオンラインであるが、信頼度が 100 % を下回る場合の新しい信頼メッセー
ジで、そうでない場合は無視されます（省略可能）。

Perl の場合の使い方:
■

VCSAG_MONITOR_EXIT($exit_code);

■

VCSAG_MONITOR_EXIT($exit_code, $confidence_level);

■

VCSAG_MONITOR_EXIT($exit_code, $confidence_level,
$confidence_message);

例:
■

VCSAG_MONITOR_EXIT($VCSAG_RES_UNKNOWN);

■

VCSAG_MONITOR_EXIT($VCSAG_RES_OFFLINE);

■

VCSAG_MONITOR_EXIT($VCSAG_RES_ONLINE, 90);

■

VCSAG_MONITOR_EXIT($VCSAG_RES_ONLINE, 20, "block device is 80%
full");

Shell の場合の使い方:
■

VCSAG_MONITOR_EXIT $exit_code

■

VCSAG_MONITOR_EXIT $exit_code $confidence_level

■

VCSAG_MONITOR_EXIT $exit_code $confidence_level $confidence_message

例:
■

VCSAG_MONITOR_EXIT $VCSAG_RES_UNKNOWN

■

VCSAG_MONITOR_EXIT $VCSAG_RES_OFFLINE

■

VCSAG_MONITOR_EXIT $VCSAG_RES_ONLINE 90

■

VCSAG_MONITOR_EXIT $VCSAG_RES_ONLINE 20 "block device is 80% full"
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VCSAG_SYSTEM
システムコールを使ってコマンドを分岐する必要がある場合、エントリポイントはこの関数
を使う必要があります。
シェル:
■

入力パラメータ: 引数付きのコマンドの文字列。

■

Usage:
VCSAG_SYSTEM "$command"; echo $?

ユーザーは、echo $? を実行してコマンドの終了値を取得できます。
Perl:
■

入力パラメータ: 引数付きのコマンドの文字列。

■

出力パラメータ: システム（$command）の戻り値。

■

Usage:
$retval = VCSAG_SYSTEM($command);

VCSAG_SU
エントリポイントは、別のユーザーのコンテキストでコマンドを実行する必要がある場合は、
この関数を使う必要があります。
入力パラメータ:
■

ユーザー名

■

su オプションの文字列（文字列がスペースで区切られている場合は、引用符で囲む
必要があります）

■

引数付きのコマンドの文字列

出力パラメータ
■

システム（$command）の戻り値

Shell の場合の使い方:
VCSAG_SU "${user}" "-" "${program}"

Perl の場合の使い方:
VCSAG_SU($user,"-", $program);
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VCSAG_RETURN_IMF_RESID
この API は、imf_register エントリポイントが下位の IMF 通知モジュールに登録されたリ
ソース ID をエージェントに返すときに使われます。
Shell の場合の使い方: VCSAG_RETURN_IMF_RESID
Perl の場合の使い方: VCSAG_RETURN_IMF_RESID()

VCSAG_RETURN_IMF_EVENT
imf_getnotification エントリポイントは、この API を使って、下位の IMF 通知モジュール
から通知を受け取ったリソース ID をエージェントに返します。
Shell の場合の使い方: VCSAG_RETURN_IMF_EVENT
Perl の場合の使い方: VCSAG_RETURN_IMF_EVENT ()

VCSAG_BLD_PSCOMM
この API は、プラットフォームとコンテナタイプに基づいて、ps コマンドを構築します。
メモ: この API は Perl ベースの使用にのみ適用できます。
出力:
構築された PS コマンド。この出力は、プロセスを一覧表示するのに使うことができます。
ユーザーは、リソースが管理されるコンテナにプロセスが置かれているかどうかを確認す
るために、VCSAG_IS_PROC_IN_CONTAINER を呼び出す必要があります。
Usage:
$cmd = VCSAG_BLD_PSCOMM();
open (PIDS, "$cmd |");

VCSAG_PHANTOM_STATE
この API はリソースの「Phantom」状態を判断し、入力引数としてリソースの State と IState
を必要とします。
入力パラメータ: State と IState
出力: リソースの「Phantom」状態。
メモ: この API は Perl ベースの使用にのみ適用できます。
Perl の場合の使い方:
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$ret_state=VCSAG_PHANTOM_STATE($state, $istate);

VCSAG_SET_ENVS
VCSAG_SET_ENVS 関数は、スクリプトベースのエントリポイントを定義する各ファイル
で使用します。 その目的は、環境変数を設定し、エクスポートすることです。
p.125 の 「スクリプトのエントリポイントのログ記録関数」 を参照してください。

VCSAG_LOG_MSG
この API は、エージェントのスクリプトエントリポイントからエンジンのログにメッセージを記
録するのに使うことができます。
p.125 の 「スクリプトのエントリポイントのログ記録関数」 を参照してください。

VCSAG_LOGDBG_MSG
この API は、エージェントのスクリプトエントリポイントからエンジンのログにデバッグメッ
セージを記録するのに使うことができます。
p.125 の 「スクリプトのエントリポイントのログ記録関数」 を参照してください。

VCSAG_SQUEEZE_SPACES
この API は、先頭と末尾のスペースを削除し、引数として渡された値に含まれるスペース
を縮めます。
入力パラメータ: 余分なスペースが含まれている文字列。
出力パラメータ: スペースが縮められた文字列。
メモ: この API は Perl ベースの使用にのみ適用できます。
Usage:
($a1,$b1...) = VCSAG_SQUEEZE_SPACES ($a, $b...);

例:
$str1 = VCSAG_SQUEEZE_SPACES ($str1);
($str1, $str2) = VCSAG_SQUEEZE_SPACES ($str1, $str2);
@str = VCSAG_SQUEEZE_SPACES (@str);
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コンテナをサポートするエージェントフレームワーク基本
関数
次の API は、AIX WPAR、Solaris ゾーン、Project で実行されるエージェントで使用し
ます。ゾーンは Solaris バージョン 10 以上でサポートされます。
メモ: コンテナのサポートは、バージョン V50 以降のエージェントでのみ利用できます。

VCSAG_GET_CONTAINER_BASE_PATH
この API は、グループレベルで ContainerInfo 属性で説明したコンテナの基本パスを返
します。この API は、グローバルゾーンまたは WPAR から実行する必要があります。
■

Solaris ゾーンの場合
エージェントが Solaris コンピュータで動作している場合、API はゾーンがインストー
ルされているゾーンの基本パスを返します。

■

WPAR の場合
エージェントが AIX コンピュータで動作している場合、API は WPAR がインストール
されている WPAR の基本パスを返します。

Perl ベース: API の終了状態、コマンドの状態、コンテナのベースパスを戻り値として返
します。
戻り値:
0

ContainerInfo が正しく設定される前に
VCSAG_GET_CONTAINER_INFO が呼び出
された場合。つまり、
■

名前は <valid_container_name> に設定さ
れます。

■

タイプは <valid_container_type> に設定さ
れます。
Enabled は 1 に設定されます。

■

コンテナのベースパスが戻り値として返されます。
4

VCSAG_GET_CONTAINER_INFO API が前に
呼び出されなかった場合、またはリソースの
ContainerInfo 属性が設定されなかった場合。
たとえば、ContainerInfo の Name キーが "" か
ContainerInfo の Type キーが無効な場合。
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5

コンテナのベースパスをフェッチするコマンドが
失敗した場合。コマンドの状態が戻り値として返
されます。

書式:
my ($ret, $cmdstatus, $container_base_path) =
VCSAG_GET_CONTAINER_BASE_PATH();

Shell ベース:
この API は、コンテナのベースパスを環境変数 VCSAG_CONTAINER_BASE_PATH で返し、
API がベースパス名のフェッチに使ったコマンドの状態を環境変数 VCSAG_CMD_STATUS
で返します。API は、終了状態を環境変数 VCSAG_BASE_PATH_RET_VAL で返します。
戻り値:
0

ContainerInfo が正しく設定される前に
VCSAG_GET_CONTAINER_INFO が呼び出
された場合。つまり、
■

名前は <valid_container_name> に設定さ
れます。

■

タイプは <valid_container_type> に設定さ
れます。
Enabled は 1 に設定されます。

■

コンテナのベースパスは環境変数
VCSAG_CONTAINER_BASE_PATH のパラメー
タに格納されます。
4

VCSAG_GET_CONTAINER_INFO API が前に
呼び出されなかった場合、またはリソースの
ContainerInfo 属性が設定されなかった場合。
たとえば、ContainerInfo の Name キーが "" か
ContainerInfo の Type キーが無効な場合。

5

コンテナのベースパスをフェッチするコマンドが
失敗した場合。環境変数 VCSAG_CMD_STATUS
は、コマンドの終了状態に応じて更新されます。

書式:
VCSAG_GET_CONTAINER_BASE_PATH
base_path=${VCSAG_CONTAINER_BASE_PATH}
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メモ: この API を使う前に、API VCSAG_GET_CONTAINER_INFO を呼び出す必要がありま
す。VCSAG_GET_CONTAINER_INFO API は、この API に必要となるコンテナの名前とタイ
プを適切に設定します。

VCSAG_GET_CONTAINER_INFO
シェル:
この API は、ArgList に渡される ContainerInfo 属性に基づいて、環境変数
VCSAG_CONTAINER_NAME と VCSAG_CONTAINER_TYPE を設定します。
入力パラメータ: ArgList
出力パラメータ
■

ContainerInfo がエントリポイントで渡されないときには、VCSAG_INFO_NOT_AVAIL を
返します。

■

Container が無効になっており、グループレベルの ContainerInfo 属性で Enabled
が 2 に設定されているときには、VCSAG_INFO_DONT_CARE を返します。

■

成功した場合は、VCSAG_INFO_AVAIL を返します。VCSAG_CONTAINER_NAME と
VCSAG_CONTAINER_TYPE が適切に設定されます。

Usage:
VCSAG_GET_CONTAINER_INFO "$@"

Perl:
この API は、リソースが管理されるコンテナのコンテナ名やコンテナタイプなど、コンテナ
情報を返します。
入力パラメータ: ArgList
出力パラメータ: API が成功したか失敗したかの情報と共に、コンテナ名とコンテナタイプ
を戻り値として返します。
戻り値:
■

$VCSAG_INFO_NOT_AVAIL: コンテナ情報はありません。値 cname と ctype は使え

ません。
■

$VCSAG_INFO_AVAIL: コンテナ情報があります。値 cname と ctype を使うことがで

きます。
■

$VCSAG_INFO_DONT_CARE: コンテナは無効になっており、グループレベルの

ContainerInfo 属性で Enabled が 2 に設定されています。
書式:
($ret, $cname, $ctype) = VCSAG_GET_CONTAINER_INFO(@ARGV);
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VCSAG_IS_PROC_IN_CONTAINER
この API は、プロセスが、リソースが管理されるコンテナの一部であるかどうかを確認しま
す。プロセス名を見つけるときに ps コマンドを作成するには、API の VCSAG_BLD_PSCOMM
を使います。
メモ: この API は Perl ベースの使用にのみ適用できます。また、Solaris ゾーン、プロジェ
クト、aix wpar にも適用できます。
入力:
$psout: 確認する必要があるプロセス用に API の VCSAG_BLD_PSCOMM で生成される、
ps コマンドの出力のプロセスエントリです。
戻り値:
■

1: プロセスはコンテナの一部です。

■

0: プロセスはコンテナの外で実行されます。

書式:
$ret = VCSAG_IS_PROC_IN_CONTAINER($psout);

VCSAG_EXEC_IN_CONTAINER
Perl/Shell ベース:
この API の引数として渡されるコマンドを、適切なコンテナ内で実行します。
RIC が 1 に設定されている場合は、コンテナ内で実行されるエントリポイントとしてこの
API を使うと zlogin、clogin、newtask コマンドが失敗します。代わりに、VCSAG_SYSTEM
API を使います。
入力パラメータ: 実行する必要があるコマンド。
出力パラメータ: 適切なコンテナ内で実行されたコマンドの戻り値。
Shell の場合の使い方:
retval=VCSAG_EXEC_IN_CONTAINER

“$cmd”

Perl の場合の使い方:
$retval = VCSAG_EXEC_IN_CONTAINER($cmd);
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メモ: この API を使う前に、VCSAG_GET_CONTAINER_INFO を呼び出してください。
VCSAG_GET_CONTAINER_INFO API は、必要となるコンテナの名前とタイプを適切に設定
します。この API は、ユーザーが VCSAG_GET_CONTAINER_INFO API を呼び出さないと、
コマンドをグローバルコンテナ内で実行します。

スクリプトのエントリポイントの例
次の例は、シェルスクリプトで書かれたエントリポイントを示します。

FileOnOff の online エントリポイント
FileOnOff のエントリポイントの例は簡単です。 エージェントの online エントリポイントが
エージェントによって呼び出されると、エントリポイントは、リソース名を 1 つ目の引数とし
て、さらにその後に残りの ArgList 属性の値が続くものと期待します。
■

V50 以下として登録されたエージェントでは、エントリポイントは、ArgList 属性で指定
された属性順に並んだ属性値を予測します。

■

V50 またはそれ以上として登録されたエージェントでは、エントリポイントは、ArgList
をタプル形式で予測します。この形式は、属性名、属性値での要素数、値となります。
次に示す例はエージェントバージョン V50 以降が該当します。
#!/bin/sh
# FileOnOff Online script
# Expects ResourceName and Pathname
. "${CLUSTER_HOME}/bin/ag_i18n_inc.sh"
RESNAME=$1
VCSAG_SET_ENVS $RESNAME
#check if second attribute provided
if [ -z "$4" ]
then
VCSAG_LOG_MSG "W" "The value for PathName is not
specified" 1020
else
#create the file
touch $4
fi
exit 0;

メモ: 実際の VCS FileOnOff エントリポイントは C++ で書かれていますが、この例では
シェルスクリプトを使用します。
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FileOnOff の monitor エントリポイント
エージェントの monitor エントリポイントがエージェントによって呼び出されると、エントリ
ポイントは、リソース名を 1 つ目の引数として、さらにその後に残りの ArgList 属性の値が
続くものと期待します。
■

V50 以下として登録されたエージェントでは、エントリポイントは、ArgList 属性で指定
された属性順に並んだ属性値を予測します。

■

V50 またはそれ以上として登録されたエージェントでは、エントリポイントは、ArgList
をタプル形式で予測します。この形式は、属性名、属性値での要素数、値となります。

ファイルが存在する場合、100 % の信頼度でリソースがオンラインであることを示す終了
コード 110 を返します。ファイルが存在しない場合、リソースがオフラインであることを示
す終了コード 100 を返します。ファイルの状態を確認できない場合、99 を返します。
次に示す例はエージェントバージョン V50 以降が該当します。
#!/bin/sh
# FileOnOff Monitor script
# Expects Resource Name and Pathname
. "${CLUSTER_HOME}/bin/ag_i18n_inc.sh"
RESNAME=$1
VCSAG_SET_ENVS $RESNAME
#check if second attribute provided
#Exit with unknown and log error if not provided.
if [ -z "$4" ]
then
VCSAG_LOG_MSG "W" "The value for PathName is not specified" 1020
exit 99
else
if [ -f $4 ]; then exit 110;
# Exit online (110) if file exists
# Exit offline (100) if file does not exist
else exit 100;
fi
fi

intentional offline での monitor エントリポイント
このスクリプトには、MyCustomApp エージェントの intentional offline 機能が含まれま
す。
p.16 の 「on-off、on-only、persistent リソースについて」 を参照してください。
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アプリケーションの intentional offline を検出するメソッドは、アプリケーションのタイプに
よって異なることに注意してください。次の例では、アプリケーションが故意に停止される
と、ファイルに状態コードを書き込むことを前提としています。
#!/bin/sh
. "${CLUSTER_HOME}/bin/ag_i18n_inc.sh"
ResName=$1; shift;
VCSAG_SET_ENVS $ResName
// Obtain the attribute values from ArgListValues
parse_arglist_values();
RETVAL=$?
if [ ${RETVAL} -eq ${VCSAG_RES_UNKNOWN} ]; then
// Could not get all the required attributes from
ArgListValues
exit $VCSAG_RES_UNKNOWN;
fi
// Check if the application's process is present in the ps
// output
check_if_app_is_running();
RETVAL=$?
if [ ${REVAL} -eq ${VCSAG_RES_ONLINE} ]; then
// Application process found
exit $VCSAG_RES_ONLINE;
fi
// Application process was not found; Check if user gracefully
// shutdown the application
grep "MyCustomAppCode 123 : User initiated shutdown command"
${APPLICATION_CREATED_STATUS_FILE}
RETVAL=$?
if [ ${REVAL} -eq 0 ]; then
// Found MyCustomAppCode 123 in the application's status
// file that gets created by the application on graceful
//shutdown
exit $VCSAG_RES_INTENTIONALOFFLINE;
else
// Did not find MyCustomAppCode 123; hence application has
// crashed or gone down unintentionally
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exit $VCSAG_RES_OFFLINE;
fi
// Monitor should never come here
exit $VCSAG_RES_UNKNOWN;

FileOnOff の offline エントリポイント
エージェントの offline エントリポイントがエージェントによって呼び出されると、エントリ
ポイントは、リソース名を 1 つ目の引数として、さらにその後に残りの ArgList 属性の値が
続くものと期待します。
■

V50 以下として登録されたエージェントでは、エントリポイントは、ArgList 属性で指定
された属性順に並んだ属性値を予測します。

■

V50 またはそれ以上として登録されたエージェントでは、エントリポイントは、ArgList
をタプル形式で予測します。この形式は、属性名、属性値での要素数、値となります。

次に示す例はエージェントバージョン V50 以降が該当します。
#!/bin/sh
# FileOnOff Offline script
# Expects ResourceName and Pathname
#
. "${CLUSTER_HOME}bin/ag_i18n_inc.sh"
RESNAME=$1
VCSAG_SET_ENVS $RESNAME
#check if second attribute provided
if [ -z "$4" ]
then
VCSAG_LOG_MSG "W" "The value for PathName is not specified"¥
1020
else
#remove the file
/bin/rm Df $4
fi
exit 0;

基本監視（レベル 1）と詳細監視（レベル 2）を持つエージェントのエント
リポイントの監視
エージェントがエントリポイントを呼び出すと、エントリポイントは、リソース名を 1 つ目の引
数として、さらにその後に残りの ArgList 属性の値が続くものとして予測します。
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次の実装は、V51 として登録されているエージェントに対するものです。 実装は、エー
ジェントが IMF 対応のエージェントの場合も同じです。
メモ: IMF はエージェントバージョン V51 以降でサポートされます。
# Implementation of Monitor entry point, which does Level-1
# and Level-2 monitoring.
#
eval 'exec /opt/VRTSperl/bin/perl -I ${CLUSTER_HOME}/lib
-S $0 ${1+"$@"}'
if 0;
use strict;
use warnings;
my ($Resource, $state) = ("", "ONLINE");
$Resource = $ARGV[0]; shift;
use ag_i18n_inc;
VCSAG_SET_ENVS ($Resource);
# Fetch the value of level-1 and level-2
my ($ret, $level_one, $level_two)=(0,0,0);
($ret, $level_one, $level_two) = VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL();
# Check if level-1 monitoring need to be performed
if ( $level_one == 1 ) {
# Do level-1 monitoring i.e. basic monitoring
# This would return state as ONLINE or OFFLINE or
unknown
state = do_level_one_monitoring();
}
# Check if level-2 monitoring need to be performed
if ( ($state eq "ONLINE") && ($level_two != 0) ) {
# Do level-2 monitoring i.e. detailed monitoring
state = do_level_two_monitoring();
}
if ( $state -eq "ONLINE" ) {
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exit 110;
}
if ( $state -eq "OFFLINE" ) {
exit 100;
}
# unknown state
exit 99;
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エージェントメッセージのロ
グ
この章では以下の項目について説明しています。
■

エージェントメッセージのログについて

■

C++ とスクリプトのエントリポイントでのログ

■

C++ のエージェントのログ用 API

■

スクリプトのエントリポイントのログ記録関数

エージェントメッセージのログについて
この章では、標準のメッセージログ書式に準拠するログファイルメッセージを生成するた
めに開発者がカスタムエージェント内で使用できる、API と関数について説明します。
国際化のためにメッセージを作成し管理する方法について、より多くの情報が利用可能
です。
p.217 の 「国際化されたメッセージについて」 を参照してください。
また、VCS 3.5 以前で使用される API についてもより多くの情報が利用可能です。
p.228 の 「VCS 4.0 以前のエージェントのログメッセージ」 を参照してください。

C++ とスクリプトのエントリポイントでのログ
C++ でエージェントのエントリポイントを作成する開発者は、一組のマクロを使用してアプ
リケーションメッセージまたはデバッグメッセージを記録することができます。スクリプトベー
スのエントリポイントの開発者は、halog ユーティリティを呼び出す一連のメソッド（つまり、
「ラッパー」）を使用して、アプリケーションまたはデバッグメッセージを生成することができ
ます。
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ログには ag_i18n_inc サブルーチンを使うことをお勧めします。サブルーチンはメッセー
ジのカテゴリ ID を設定し、リソース名およびエントリポイント名を含むログメッセージのヘッ
ダーを提供します。

エージェントメッセージ: 書式
エージェントログメッセージは、5 つのフィールドから成ります。メッセージの書式は、次の
とおりです。
<Timestamp> <Mnemonic> <Severity> <UMI> <MessageText>
次に、FileOnOff エージェントの online エントリポイントによって生成された、重要度
ERROR のメッセージの例を示します。メッセージは、エージェントがリソースをオンライン
にしようとしたときに生成され、ファイル名は「MyFile」です。

Sep 26 2010 11:32:56 VCS ERROR V-16-2001-14001
FileOnOff:MyFile:online:Resource could not be brought up
because,the attempt to create the file (filename) failed
with error (Is a Directory)

上記のメッセージの最初の 4 つのフィールドは、timestamp、製品を表す大文字の
mnemonic、severity、および UMI（重複のないメッセージ ID）から成ります。後続の行に
は、message textが含まれています。

タイムスタンプ
タイムスタンプは、メッセージが生成された時間を示します。書式は、現地の表記規則に
従います。

ニーモニック
ニーモニックフィールドは製品を示します。
ニーモニックでは、すべての大文字を使用する必要があります。すべての VCS 付属エー
ジェント、エンタープライズエージェントおよびカスタムエージェントには、「VCS」のニー
モニックを使用します。

重要度
各メッセージの重要度は、メッセージの 3 番目のフィールドに表示されます（通常のメッ
セージの場合は Critical、Error、Warning、Notice または Information。デバッグメッセー
ジの場合は 1 - 21）。すべての C++ ログ用マクロおよびスクリプトベースログ用関数で、
通常のメッセージおよびデバッグメッセージの重要度を定義することができます。
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UMI
UMI（重複のないメッセージ ID）には、作成者 ID、カテゴリ ID およびメッセージ ID があ
ります。
■

作成者 ID は、先頭に「V-」が付いた 10 進数であり、メッセージを送信する製品を定
義します。この ID はシマンテック社で割り当てられます。

■

カテゴリ ID は、自動的に割り当てられる 0 - 65536 までの数字です。カテゴリ ID は、
メッセージを送信したエージェントを示します。各エージェントに重複のないカテゴリ
ID を登録できるよう、カスタムエージェントを作成した場合には、必ずシマンテック社
までご連絡ください。
■

C++ のメッセージの場合、カテゴリ ID は VCSAgStartup 関数で定義されます。
p.120 の 「ログカテゴリ」 を参照してください。

■

■

スクリプトベースのエントリポイントの場合、カテゴリは VCSAG_SET_ENVS 関数
内に設定されます。
p.125 の 「VCSAG_SET_ENVS」 を参照してください。

■

デバッグメッセージの場合、カテゴリ ID はデフォルトで 50 に設定されており、ロ
グ用関数内で定義する必要はありません。

メッセージのカテゴリ ID の範囲は、0 - 65536 です。エージェントによって生成された
通常のメッセージ（つまり、デバッグ以外のメッセージ）には、それぞれに必ずメッセー
ジ ID が割り当てられます。C++ のエントリポイントの場合、msgid はマクロ
VCSAG_LOG_MSG とマクロ VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG の一部として設定
されます。スクリプトベースのエントリポイントの場合、msgid は VCSAG_LOG_MSG
関数を使って設定されます。msgid フィールドは、デバッグ関数では使われず、デ
バッグメッセージにも必要ありません。
p.128 の 「VCSAG_LOG_MSG」 を参照してください。

メッセージテキスト
メッセージテキストは、書式指定されたメッセージ文字列で、動的に生成されたヘッダー
を先頭に付けます。ヘッダーは、コロンで区切られた 3 つのフィールドから成り、全体は
<name of the agent>: <resource>:<name of the entry point>:<message> という書
式になります。次に例を示します。

FileOnOff:MyFile:online:Resource could not be brought up
because,the attempt to create the file (MyFile) failed
with error (Is a Directory)
■

C++ のエントリポイントの場合、ヘッダー情報が生成されます。

■

スクリプトベースのエントリポイントの場合、ヘッダー情報は VCSAG_SET_ENVS 関
数内に設定されます（p.125 の 「VCSAG_SET_ENVS」 を参照してください。 ）。

116

第 5 章 エージェントメッセージのログ
C++ のエージェントのログ用 API

C++ のエージェントのログ用 API
エージェントフレームワークには、C++ で作成されたエージェントエントリポイントで使用
するためのログ用 API が 4 つ用意されています。
これらの API には、次の 2 つのアプリケーションログ用マクロ、

VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(sev, msgid, flags, fmt, variable_args...)
VCSAG_LOG_MSG(sev, msgid, flags, fmt, variable_args...)

および次のデバッグ用マクロが含まれています。

VCSAG_LOGDBG_MSG(dbgsev, flags, fmt, variable_args...)
VCSAG_RES_LOG_MSG(dbgsev, flags, fmt, variable args...)

C++ エントリポイントのエージェントアプリケーションログ用マクロ
マクロ VCSAG_LOG_MSG を C++ エージェントエントリポイント内で使用して、重要度
CRITICAL - INFORMATION までのすべてのメッセージをエージェントログファイルに記
録できます。マクロ VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG を使って、メッセージを HAD ログ
に送信します。メッセージの重要度が CRITICAL または ERROR の場合、メッセージは
コンソールにも記録されます。
次の表は、アプリケーションのログ用マクロに対する引数フィールドを示しています。
sev

アプリケーションからのメッセージの重要度。sev の値は、マクロ
VCS_CRITICAL、VCS_ERROR、VCS_WARNING、VCS_NOTICE お
よび VCS INFORMATION です。「C++ マクロの重要度引数」を参照してく
ださい。

msgid

16 ビットの整数メッセージ ID。

flags

デフォルトの flags（0）の場合、UMI、NEWLINE が出力されます。マクロ
VCS_DEFAULT_FLAGS は、flags のデフォルト値を示します。

fmt

書式指定子記号が含まれる書式設定された文字列。たとえば、「ファイル
（%s）の削除がエラー（%d）で失敗したために、リソースをオフラインにでき
ませんでした。」

variable_args

データ形式 char、char * または整数の変数番号（最大 6）。

次の例では、これらのマクロを使用して、エラーメッセージをエージェントログとコンソール
に記録します。
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.
.
VCSAG_LOG_MSG(VCS_ERROR, 14002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Resource could not be brought down because the
attempt to remove the file(%s) failed with error(%d)",
(CHAR *)(*attr_val), errno);
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_ERROR, 14002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Resource could not be brought down because, the
attempt to remove the file(%s) failed with error(%d)",
(CHAR *)(*attr_val), errno);

C++ エントリポイント用のエージェントデバッグログ記録マクロ
マクロ VCSAG_RES_LOG_MSG および VCSAG_LOGDBG_MSG をエージェントエ
ントリポイント内で使用して、特定の重要度に関するデバッグメッセージをエージェントロ
グに記録できます。
LogDbg 属性を使用して、デバッグメッセージの重要度レベルを指定できます。LogDbg

属性に関する説明（p.188 の 「LogDbg」 を参照してください。 ）を参照してください。リソー
スタイプレベルで LogDbg 属性を設定します。属性を上書きして、特定リソースのレベル
に設定できます。
VCSAG_LOGDBG_MSG マクロは、リソースタイプレベルでの記録を制御しますが、
VCSAG_RES_LOG_MSG マクロは、特定のリソースのレベルでデバッグの記録を有効
化できます。
次の表は、アプリケーションのログ用マクロに対する引数フィールドを示しています。
dbgsev

メッセージのデバッグの重要度。dbgsev の値は、VCS_DBG1 から
VCS_DBG21 の範囲のマクロです。
「C++ マクロの重要度引数」を参照してください。

flags

ログ用オプションを記述します。
デフォルトの flags（0）の場合、UMI、NEWLINE が出力されます。マクロ
VCS_DEFAULT_FLAGS は、flags のデフォルト値を示します。

fmt

記号が含まれる書式設定された文字列。 例: 「PathName is (%s)」

variable_args

データ形式 char、char * または整数の変数番号（最大 6）。

次に例を示します。

VCSAG_RES_LOG_MSG(VCS_DBG4, VCS_DEFAULT_FLAGS, "PathName is
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(%s)",
(CHAR *)(*attr_val));

上記の例では、特定のリソースで重要度 DBG4 でのデバッグメッセージの記録が有効化
（LogDbg 属性が設定）されている場合、特定のメッセージがエージェントログに記録され
ます。

C++ マクロの重要度引数
ログ用マクロの重要度引数（VCS_ERROR や VCS_DBG1 など）は実際には、拡張され
て次の情報が含まれるマクロそのものです。
■

実際のメッセージの重要度

■

関数名

■

関数が含まれるファイル名

■

ログ用マクロが拡張された行番号

たとえば、FileOnOff エージェントの monitor エントリポイント内のアプリケーション重要
度引数 VCS_ERROR は、拡張されて次の情報が含まれます。

ERROR, res_monitor, FileOnOff.C, 28

アプリケーション重要度マクロは、enum 型の VCSAgAppSev によって定義されるアプリ
ケーション重要度にマッピングされ、デバッグ重要度マクロは、enum 型の VCSAgDbgSev
によって定義される重要度にマッピングされます。たとえば、VCSAgApiDefs.h ヘッダー
ファイルでは、これらの enum 型は次のように定義されます。

enum VCSAgAppSev {
AG_CRITICAL,
AG_ERROR,
AG_WARNING,
AG_NOTICE,
AG_INFORMATION
};
enum VCSAgDbgSev {
DBG1,
DBG2,
DBG3,
.
.
DBG21,
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DBG_SEV_End
};

エージェントの開発者は、重要度マクロを使うことにより、ログ呼び出しごとに関数名、ファ
イル名、行番号を指定しなくて済むようになります。ただし、マクロ VCSAG_LOG_INIT
を使用して関数名を初期化する必要があります。 「VCSAG_LOG_INIT を使った
function_name の初期化」を参照してください。

VCSAG_LOG_INIT を使った function_name の初期化
C++ 関数に含まれるメッセージを記録するには、各関数内の function_name 変数を初
期化する必要があります。マクロ VCSAG_LOG_INIT により、関数名を格納するローカ
ル定数文字列を定義します。

VCSAG_LOG_INIT(func_name) const char *_function_name_ =
func_name

たとえば、「res_offline」という名前の関数には、次のコードが含まれています。

void res_offline (int a, char *b)
{
VCSAG_LOG_INIT("res_offline");
.
.
}

メモ: マクロ VCSAG_LOG_INIT を使って関数名を初期化しないと、エージェントをコン
パイルするときに、関数名が定義されていないことを示すエラーが表示されます。
VCSAG_LOG_INIT マクロの例が他にも利用可能です。
「C++ エージェントで使用されるログ用 API の例」を参照してください。

ログカテゴリ
エージェントのログカテゴリは、VCSAgStartup 関数内の基本関数 VCSAgSetLogCategory
(cat_ID) を使って定義されます。次の例では、ログカテゴリは 10051 に設定されます。

VCSEXPORT void VCSDECL VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
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VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMonitor,
res_monitor);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOnline,
res_online);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOffline,
res_offline);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPClean, res_clean);
VCSAgSetLogCategory(10051);
char *s = setlocale(LC_ALL, NULL);
VCSAG_LOGDBG_MSG(VCS_DBG1, VCS_DEFAULT_FLAGS, "Locale is
%s", s);
}

デバッグメッセージのログカテゴリのデフォルト値は 50 で、設定する必要はありません。

C++ エージェントで使用されるログ用 API の例
#include <stdio.h>
#include <locale.h>
#include "VCSAgApi.h"
void res_attr_changed(const char *res_name, const char
*changed_res_name,const char *changed_attr_name, void
**new_val)
{
/*
* NOT REQUIRED if the function is empty or is not logging
* any messages to the agent log file
*/
VCSAG_LOG_INIT("res_attr_changed");
}
extern "C" unsigned int
res_clean(const char *res_name, VCSAgWhyClean wc, void
**attr_val)
{
VCSAG_LOG_INIT("res_clean");
if ((attr_val) && (*attr_val)) {
if ((remove((CHAR *)(*attr_val)) == 0) || (errno
== ENOENT)) { return 0;
// Success
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}
}
return 1;

// Failure

}
void res_close(const char *res_name, void **attr_val)
{
VCSAG_LOG_INIT("res_close");
}
//
// Determine if the given file is online (file exists) or
// offline (file does not exist).
//
extern "C" VCSAgResState
res_monitor(const char *res_name, void **attr_val, int
*conf_level)
{
VCSAG_LOG_INIT("res_monitor");
VCSAgResState state = VCSAgResUnknown;
*conf_level = 0;
/*
* This msg will be printed for all resources if VCS_DBG4
* is enabled for the resource type. Else it will be
* logged only for that resource that has the dbg level
* VCS_DBG4 enabled
*/
VCSAG_RES_LOG_MSG(VCS_DBG4, VCS_DEFAULT_FLAGS, "PathName
is(%s)", (CHAR *)(*attr_val));
if ((attr_val) && (*attr_val)) {
struct stat stat_buf;
if ( (stat((CHAR *)(* attr_val), &stat_buf) == 0)
&& (strlen((CHAR *)(* attr_val)) != 0) ) {
state = VCSAgResOnline; *conf_level = 100;
}
else {
state = VCSAgResOffline;
*conf_level = 0;
}
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}
VCSAG_RES_LOG_MSG(VCS_DBG7, VCS_DEFAULT_FLAGS, "State is
(%d)", (int)state);
return state;
}
extern "C" unsigned int
res_online(const char *res_name, void **attr_val) {
int fd = -1;
VCSAG_LOG_INIT("res_online");
if ((attr_val) && (*attr_val)) {
if (strlen((CHAR *)(* attr_val)) == 0) {
VCSAG_LOG_MSG(VCS_WARNING, 3001, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"The value for PathName attribute is not
specified");
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_WARNING, 3001,
VCS_DEFAULT_FLAGS,
"The value for PathName attribute is not
specified");
return 0;
}
if (fd = creat((CHAR *)(*attr_val), S_IRUSR|S_IWUSR) < 0) {
VCSAG_LOG_MSG(VCS_ERROR, 3002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Resource could not be brought up because, "
"the attempt to create the file(%s) failed "
"with error(%d)", (CHAR *)(*attr_val), errno);
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_ERROR, 3002,
VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Resource could not be brought up because, "
"the attempt to create the file(%s) failed "
"with error(%d)", (CHAR *)(*attr_val), errno);
return 0;
}
close(fd);
}
return 0;
}
extern "C" unsigned int
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res_offline(const char *res_name, void **attr_val)
{
VCSAG_LOG_INIT("res_offline");
if ((attr_val) && (*attr_val) && (remove((CHAR*)
(*attr_val)) != 0) && (errno != ENOENT)) {
VCSAG_LOG_MSG(VCS_ERROR, 14002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Resource could not be brought down because, the
attempt to remove the file(%s) failed with
error(%d)", (CHAR *)(*attr_val), errno);
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_ERROR,
VCS_DEFAULT_FLAGS, "Resource
down because, the attempt to
failed with error(%d)", (CHAR

14002,
could not be brought
remove the file(%s)
*)(*attr_val), errno);

}
return 0;
}
void res_open(const char *res_name, void **attr_val)
{
VCSAG_LOG_INIT("res_open");
}
VCSEXPORT void VCSDECL VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMonitor,
res_monitor);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOnline,
res_online);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOffline,
res_offline);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPClean, res_clean);
VCSAgSetLogCategory(2001);
char *s = setlocale(LC_ALL, NULL);
VCSAG_LOGDBG_MSG(VCS_DBG1, VCS_DEFAULT_FLAGS, "Locale is
%s", s);
}

124

第 5 章 エージェントメッセージのログ
スクリプトのエントリポイントのログ記録関数

スクリプトのエントリポイントのログ記録関数
スクリプトベースのエントリポイントの場合、このセクションで説明した関数をメッセージ記
録の目的で使います。
メモ: スクリプトエントリポイントでは、halog コマンドを使わないことをお勧めします。
ログ用関数は、ag_i18n_inc モジュールで使用可能です。
VCSAG_SET_ENVS

p.125 の 「VCSAG_SET_ENVS」 を参照してくださ
い。

VCSAG_LOG_MSG

p.128 の 「VCSAG_LOG_MSG」 を参照してください。

VCSAG_LOGDBG_MSG

p.129 の 「VCSAG_LOGDBG_MSG」 を参照してくだ
さい。

スクリプトでの関数の使用
スクリプトベースのエントリポイントには、ログ用関数を定義するファイルを指定する行が必
要です。各スクリプトに次の行を一度だけ組み込みます。この行は、ログ用関数を使用す
る前に置く必要があります。
■

シェルスクリプトのインクルードファイル

. "${CLUSTER_HOME}/bin/ag_i18n_inc.sh"
■

Perl スクリプトのインクルードファイル

use ag_i18n_inc;

VCSAG_SET_ENVS
VCSAG_SET_ENVS 関数は、スクリプトベースのエントリポイントを定義する各ファイル
で使用します。 この関数の目的は、エージェントのカテゴリ ID、エージェント名、リソース
名およびエントリポイント名を識別するための環境変数を設定し、エクスポートすることに
あります。環境変数として設定されたこの情報を使うことで、ログ用関数は、スクリプト内で
反復しない単一のログ書式でメッセージと引数を処理できます。
VCSAG_SET_ENVS 関数は、リソースに対して次の環境変数を設定します。
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VCSAG_LOG_CATEGORY

カテゴリ ID を設定します。 カスタムエージェントには、カテゴリ
ID が割り当てられています。
p.116 の 「UMI」 を参照してください。
メモ: 付属エージェントの場合、カテゴリ ID は、そのエージェ
ントが作成された対象のプラットフォーム（Solaris、Linux、また
は AIX）に基づいて事前に割り当てられます。

VCSAG_LOG_AGENT_NAME エージェントの絶対パス。
次に例を示します。
UNIX の場合: /opt/VRTSvcs/bin/resource_type
エントリポイントは絶対パスを使用して呼び出されるため、この
環境変数は呼び出し時に設定されます。 エージェント開発者
の意向によって、このエージェント名もハードコードして、引数
として VCSAG_SET_ENVS 関数に渡すことができます。
VCSAG_LOG_SCRIPT_NAME エントリポイントスクリプトの絶対パス。
次に例を示します。
UNIX の場合: /opt/VRTSvcs/bin/resource_type/online
エントリポイントは絶対パスを使用して呼び出されるので、この
環境変数は呼び出し時に設定されます。スクリプト名変数は上
書き可能です。
VCSAG_LOG_RESOURCE_NAME エントリポイント内の呼び出しでリソースを指定します。
VCSAG_SET_ENVS $resource_name

VCSAG_SET_ENVS の例 - シェルスクリプトのエントリポイント
VCSAG_SET_ENVS 関数は、その他のログ用関数の前に呼び出す必要があります。
■

最小限の呼び出し:

VCSAG_SET_ENVS ${resource_name}
■

カテゴリ ID の設定:

VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} ${category_ID}
VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} 1062
■

デフォルトのスクリプト名の上書き:
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VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} ${script_name}
VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} "monitor"
■

カテゴリ ID の設定とスクリプト名の上書き:

VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} ${script_name}
${category_id}
VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} "monitor" 1062

または

VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} ${category_id}
${script_name}
VCSAG_SET_ENVS ${resource_name} 1062 "monitor"

VCSAG_SET_ENVS の例 - Perl スクリプトのエントリポイント
■

最小限の呼び出し:

VCSAG_SET_ENVS ($resource_name);
■

カテゴリ ID の設定:

VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, $category_ID);
VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, 1062);
■

スクリプト名の上書き:

VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, $script_name);
VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, "monitor");
■

カテゴリ ID の設定とスクリプト名の上書き:

VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, $script_name, $category_id);
VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, "monitor", 1062);

または
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VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, $category_id, $script_name);
VCSAG_SET_ENVS ($resource_name, 1062, "monitor");

VCSAG_LOG_MSG
エンジンログへのログの記録のため、VCSAG_LOG_MSG 関数を使用して、通常のエー
ジェントメッセージを halog ユーティリティに渡すことができます。この関数には、少なくと
も重要度、引用符で囲まれたメッセージおよびメッセージ ID を指定する必要があります。
また任意で、パラメータとエンコード書式を指定することができます。
重要度（sev）

"C" - Critical、"E" - Error、"W" - Warning、"N" - Notice、"I" - Information。
エラーコードは引用符で囲みます。

メッセージ（msg）

引用符で囲まれたテキストメッセージ。例: "One file copied"

メッセージ ID
（msgid）

0 - 65535 の整数。

エンコード書式
（format）

「-encoding -format」の形式の UTF-8、ASCII または UCS-2。

パラメータ

パラメータ（最大 6 つ）。それぞれ引用符で囲みます。

VCSAG_LOG_MSG の例 - シェルスクリプトのエントリポイント
■

パラメータもエンコード書式も指定しない関数の呼び出し:

VCSAG_LOG_MSG "<sev>" "<msg>" <msgid>
VCSAG_LOG_MSG "C" "Two files found" 140
■

1 つのパラメータを指定し、エンコード書式を指定しない関数の呼び出し:

VCSAG_LOG_MSG "<sev>" "<msg>" <msgid> "<param1>"
VCSAG_LOG_MSG "C" "$count files found" 140 "$count"
■

パラメータおよびエンコード書式を指定した関数の呼び出し:

VCSAG_LOG_MSG "<sev>" "<msg>" <msgid> "-encoding <format>"
"<param1>"
VCSAG_LOG_MSG "C" "$count files found" 140 "-encoding utf8"
"$count"
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エンコード書式およびパラメータを関数に渡す場合は、パラメータの前にエンコード
書式を渡す必要があります。

VCSAG_LOG_MSG の例 - Perl スクリプトのエントリポイント
■

パラメータもエンコード書式も指定しない関数の呼び出し:

VCSAG_LOG_MSG ("<sev>", "<msg>", <msgid>);
VCSAG_LOG_MSG ("C", "Two files found", 140);
■

1 つのパラメータを指定し、エンコード書式を指定しない関数の呼び出し:

VCSAG_LOG_MSG ("<sev>", "<msg>", <msgid>, "<param1>";
VCSAG_LOG_MSG ("C", "$count files found", 140, "$count");
■

1 つのパラメータおよびエンコード書式を指定した関数の呼び出し:

VCSAG_LOG_MSG ("<sev>", "<msg>", <msgid>, "-encoding
<format>", "<param1>");
VCSAG_LOG_MSG ("C", "$count files found", 140, "-encoding
utf8", "$count");

エンコード書式およびパラメータを関数に渡す場合は、パラメータの前にエンコード書式
を渡す必要があります。

VCSAG_LOGDBG_MSG
エンジンログへのログの記録のため、この関数を使用して、デバッグメッセージを halog
ユーティリティに渡すことができます。少なくとも、重要度をメッセージと一緒に指示する必
要があります。 任意で、エンコード書式とパラメータを指定することもできます。
重要度（dbg）

重要度を示す 1 - 21 の整数。
詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

メッセージ（msg）

引用符で囲まれたテキストメッセージ。例: "One file copied"

エンコード書式
（format）

「-encoding -format」の形式の UTF-8、ASCII または UCS-2。

パラメータ

パラメータ（最大 6 つ）。それぞれ引用符で囲みます。
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VCSAG_LOGDBG_MSG の例 - シェルスクリプトのエントリポイント
■

エンコードもパラメータも指定しない関数の呼び出し:

VCSAG_LOGDBG_MSG <dbg> "<msg>"
VCSAG_LOGDBG_MSG 1 "This is string number 1"
■

1 つのパラメータを指定し、エンコード書式を指定しない関数の呼び出し:

VCSAG_LOGDBG_MSG <dbg> "<msg>" "<param1>"
VCSAG_LOGDBG_MSG 2 "This is string number $count" "$count"
■

パラメータおよびエンコード書式を指定した関数の呼び出し:

VCSAG_LOGDBG_MSG <dbg> "<msg>" "-encoding <format>" "$count"
VCSAG_LOGDBG_MSG 2 "This is string number $count" "$count"

VCSAG_LOGDBG_MSG の例 - Perl スクリプトのエントリポイント
■

関数の呼び出し:

VCSAG_LOGDBG_MSG (<dbg>, "<msg>");
VCSAG_LOGDBG_MSG (1 "This is string number 1");
■

1 つのパラメータを指定し、エンコード書式を指定しない関数の呼び出し:

VCSAG_LOGDBG_MSG (<dbg>, "<msg>", "<param1>");
VCSAG_LOGDBG_MSG (2, "This is string number $count",
"$count");
■

パラメータおよびエンコード書式を指定した関数の呼び出し:

VCSAG_LOGDBG_MSG <dbg> "<msg>" "-encoding <format>"
"<param1>"
VCSAG_LOGDBG_MSG (2, "This is string number $count",
"-encoding
utf8", "$count");
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スクリプトエージェントで使用するログ用関数の例
次に、online エントリポイントに対するシェルスクリプトでの VCSAG_SET_ENVS 関数
および VCSAG_LOG_MSG 関数の使用例を示します。

!#/bin/ksh
ResName=$1
# Parse other input arguments
:
:
VCS_HOME="${VCS_HOME:-/opt/VRTSvcs}"

. $VCS_HOME/bin/ag_i18n_inc.sh
# Assume the category id assigned by Symantec for this custom
agent #is 10061
VCSAG_SET_ENVS $ResName 10061
# Online entry point processing
:
:
# Successful completion of the online entry point
VCSAG_LOG_MSG "N" "online succeeded for resource $ResName" 1
"$ResName"
exit 0
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カスタムエージェントの作成
この章では以下の項目について説明しています。
■

エージェント開発で使用するファイル

■

カスタムエージェントのためのタイプ定義ファイルの作成

■

UNIX でのカスタムエージェントの作成

■

カスタムエージェントのインストール

■

カスタムリソースタイプに対するリソースの定義

■

エージェントフレームワークのバージョンの詳細

エージェント開発で使用するファイル
VCSインストールプログラムには、エージェント開発に役立つスクリプトエージェントと C++
エージェントが用意されています。

スクリプトベースのエージェントバイナリ
これらはすぐに使えるエージェントバイナリで、組み込みの VCSAgStartup 関数が実装
されています。これらのバイナリは $VCS_HOME/bin フォルダにあります。
次に、ユーザーがエージェントを作成するときに使うことができる、すべてのスクリプトベー
スのエージェントバイナリのリストを示します。
■

エージェントフレームワークのバージョンが V40 の ScriptAgent

■

エージェントフレームワークのバージョンが V50 の Script50Agent

■

エージェントフレームワークのバージョンが V51 の Script51Agent

■

エージェントフレームワークのバージョンが V60 の Script60Agent

第 6 章 カスタムエージェントの作成
カスタムエージェントのためのタイプ定義ファイルの作成

エージェントフレームワークの各バージョンで追加された機能について詳しくは、次を参
照してください。
p.149 の 「エージェントフレームワークのバージョンの詳細」 を参照してください。
VCS は、バージョン V40 よりも前のエージェントをサポートしません。古いバージョンの
エージェントのエントリポイントで ScriptAgent を使う場合は、「VCS 4.0 以前のエージェ
ントの使用に関するガイドライン」の章を参照してください。
p.227 の 「VCS 4.0 以前のエージェントの使用に関するガイドライン」 を参照してくださ
い。

C++ ベースのエージェントバイナリ
VCS インストールプログラムには、エージェントの開発に役立つ次の C++ ファイルが用
意されています。
表 6-1
説明

C++ のエージェント
パス名

C++ エージェントの UNIX の場合: $VCS_HOME/src/agent/Sample
サンプルと
Makefile がある
ディレクトリ
C++ エージェント作 UNIX の場合: $VCS_HOME/src/agent/Sample/Makefile
成に使うことができる
サンプルの
Makefile
C++ エージェント用 UNIX の場合: $VCS_HOME/src/agent/Sample/agent.C
のエントリポイントテ
ンプレート

カスタムエージェントのためのタイプ定義ファイルの作成
作成するエージェントには、リソースタイプ定義ファイルが必要です。このファイルには、
リソースと重複のない属性の一般的なタイプを定義する機能があります。

タイプ定義ファイルの命名規則
たとえば、Solaris でのリソースタイプ XYZ の場合、そのファイルは XYZTypes.sun.cf
となります。

133

第 6 章 カスタムエージェントの作成
カスタムエージェントのためのタイプ定義ファイルの作成

次の規則resource_typeTypes.cfタイプを使用してリソースタイプ定義ファイルの名前
を付けます。たとえば、リソースタイプ XYZ の場合、そのファイルは XYZTypes.cf となり
ます。

例: FileOnOffTypes.cf
FileOnOff リソース用サンプルタイプ設定ファイル:
// Define the resource type called FileOnOff (in
FileOnOffTypes.cf).
type FileOnOff (
str PathName;
static str ArgList[] = { PathName };
)

例: intentional offline をサポートするカスタムエージェントのためのタイ
プ定義
type MyCustomApp (
static int IntentionalOffline = 1
static str ArgList[] = { PathName, Arguments }
str PathName
str Arguments
)

agentTypes.cf ファイル作成の必要条件
前述の例を確認したら、次の点に注意します。
■

エージェントの名前

■

ArgList 属性、その名前、タイプ、寸法、その値。これは、リソースの他の属性で構成

されます。
■

残りの属性（この例では、PathName 属性のみ）、その名前、タイプ、寸法、説明

設定へのカスタムタイプ定義の追加
設定にカスタムタイプ定義を追加できます。
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設定にカスタムタイプ定義を追加するには

1

ファイルを作成したら、次のディレクトリに配置します。
UNIX: $VCS_HOME/conf/config

2

「include FileOnOffTypes.cf」を main.cf ファイルに追加します。

3

VCS を再起動します。

UNIX でのカスタムエージェントの作成
ここでは、例として「FileOnOff」リソースを使用した、エージェントのさまざまな作成方法を
説明します。テストを行うために、このエージェントを単一システムにインストールする方法
も示します。
例では、次の設定の場合を仮定しています。
■

VCS が /opt/VRTSvcs の下にデフォルトでインストールされている。 別のディレクト
リにインストールされている場合は、それに応じて VCS_HOME を変更してください。

■

FileOnOff タイプ定義ファイルが作成されました。
p.133 の 「カスタムエージェントのためのタイプ定義ファイルの作成」 を参照してくださ
い。

FileOnOff エージェントエントリポイントについては、次の点に注意してください。FileOnOff
リソースは、通常のファイルを表します。
■

FileOnOff の online エントリポイントは、ファイルが存在しない場合に新規作成しま
す。

■

FileOnOff の offline エントリポイントはファイルを削除します。

■

FileOnOff の monitor エントリポイントは、ファイルが存在する場合はオンラインと信
頼度 100 を返し、存在しない場合はオフラインを返します。

スクリプトを使用したエントリポイントの実装
エントリポイントがスクリプトを使用して実装されている場合、スクリプトファイルを
$VCS_HOME/bin/resource_type ディレクトリに配置する必要があります。名前を正しく
付ける必要があります。
p.88 の 「スクリプトでのエントリポイントの作成について」 を参照してください。
すべてのエントリポイントがスクリプトの場合、すべてのスクリプトファイルを
$VCS_HOME/bin/resource_type ディレクトリに配置する必要があります。
スクリプトベースのエージェントバイナリを、
$VCS_HOME/bin/resource_type/resource_typeAgent のようにエージェントのディ

レクトリにコピーしてください。
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p.132 の 「スクリプトベースのエージェントバイナリ」 を参照してください。
たとえば、Oracle 用の online エントリポイントが Perl を使用して実装されている場合、
その online スクリプトは $VCS_HOME/bin/Oracle/online である必要があります。
また、エージェントバイナリには、resource_typeAgent という名前を付けることをお勧め
します。エージェントを、ディレクトリ $VCS_HOME/bin/resource_type に格納します。
たとえば Oracle 用のエージェントバイナリは、$VCS_HOME/bin/Oracle/OracleAgent
になります。
このエージェントファイルが、/foo/ora_agent のように異なるディレクトリにある場合に
は、types.cf ファイルに次のエントリが含まれている必要があります。
...
Type Oracle (
...
static str AgentFile = "/foo/ora_agent"
...
)

例: UNIX でのスクリプトエントリポイントの使用
次の例では、スクリプトを使用して FileOnOff エージェントを作成する方法を示します。下
の例の場合、スクリプトベースのエージェントバイナリ Script51Agent を使っています。こ
の例では、online、offline、monitor エントリポイントだけを実装します。
p.132 の 「スクリプトベースのエージェントバイナリ」 を参照してください。
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例: スクリプトを使用したエントリポイントの実装

1

/opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff ディレクトリを作成します。
mkdir /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff

2

/opt/VRTSvcs/bin/Script51Agent の VCS エージェントを FileOnOff エージェント
として使用します。 次のパスにこのファイルをコピーします。
/opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/FileOnOffAgent

または、リンクを作成します。
エージェントの実行ファイルをコピーする場合:
cp /opt/VRTSvcs/bin/Script51Agent
/opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/FileOnOffAgent

実行ファイルにリンクを作成する場合:
ln -s /opt/VRTSvcs/bin/Script51Agent
/opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/FileOnOffAgent

3

online、offline、および monitor エントリポイントを実装します。任意のエディタ

を使います。
■

次の内容のファイル /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/online を作成します。

# !/bin/sh
# Create the file specified by the PathName
# attribute.
touch $4
exit 0
■

次の内容のファイル /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/offline を作成します。

# !/bin/sh
# Remove the file specified by the PathName
# attribute.
rm $4
exit 0
■

次の内容のファイル /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/monitor を作成します。
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# !/bin/sh
# Verify file specified by the PathName attribute
# exists.
if test -f $4
then
exit 110;
else
exit 100;
fi

4

さらに、info と action のエントリポイントを実装できます。 action エントリポイント
の場合、エージェントディレクトリに「actions」という名前のサブディレクトリを作成し、
そのサブディレクトリに「action_tokens」と同じ名前のスクリプトを作成します。

例: UNIX での VCSAgStartup() およびスクリプトエントリポイントの使用
次の例では、独自の VCSAgStartup 関数を使用して FileOnOff エージェントを作成す
る方法を示します。この例では、VCSAgStartup、online、offline および monitor エ
ントリポイントのみを実装します。
VCSAgStartup 関数、およびスクリプトエントリポイントを使用したエージェントを実装す
るには

1

次のディレクトリを作成します。
mkdir /opt/VRTSvcs/src/agent/FileOnOff

2

サンプルエージェントディレクトリの内容を、前の手順で作成したディレクトリにコピー
します。
cp -r /opt/VRTSvcs/src/agent/Sample/*
/opt/VRTSvcs/src/agent/FileOnOff

3

新しいディレクトリに移動します。
cd /opt/VRTSvcs/src/agent/FileOnOff

138

第 6 章 カスタムエージェントの作成
UNIX でのカスタムエージェントの作成

4

agent.C ファイルを任意のエディタを使って開き、VCSAgStartup() 関数（このファ

イルの最後の数行）を次の例に合わせて修正します。

void VCSAgStartup() {
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
// Do not configure any entry points because
// this example does not implement any of them
// using C++.
VCSAgSetLogCategory(10041);
}

5

agent.C をコンパイルし、make コマンドを実行してエージェントを作成します（標準

添付の Makefile を使います）。
make

6

エージェントのディレクトリを作成します。
mkdir /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff

7

FileOnOff エージェントをインストールします。
make install AGENT=FileOnOff

8

online、offline および monitor エントリポイントを実装します。

「例: UNIX でのスクリプトエントリポイントの使用」を参照してください。

C++ を使用したエントリポイントの実装
C++ を使用してエントリポイントを実装できます。
C++ を使用してエントリポイントを実装する場合

1

agent.C を編集して、実装をカスタマイズします。agent.C は、ディレクトリ
$VCS_HOME/src/agent/Sample に格納されています。

2

agent.C への変更を完了したら、make コマンドを実行してエージェントを作成しま

す。make コマンドは、Makefile が格納されている $VCS_HOME/src/agent/Sample
から呼び出されます。
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3

エージェントバイナリに resource_typeAgent という名前を付けます。

4

エージェントを $VCS_HOME/bin/resource_type ディレクトリに配置します。
たとえば、Oracle 用のエージェントバイナリは、
$VCS_HOME/bin/Oracle/OracleAgent になります。

例: UNIX での C++ エントリポイントの使用
このセクションの例では、独自の VCSAgStartup 関数、C++ バージョンの online、
offline および monitor エントリポイントを使用して、FileOnOff エージェントを作成す
る方法を示します。この例では、VCSAgStartup、online、offline および monitor エ
ントリポイントのみを実装します。
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VCSAgStartup と C++ エントリポイントを使用するには

1

agent.C ファイルを任意のエディタを使って開き、VCSAgStartup() 関数（このファ

イルの最後の数行）を次の例に合わせて修正します。
// Description: This functions registers the entry points //
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMonitor, res_monitor);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOnline, res_online);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPOffline, res_offline);
}
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2

142

res_online() を修正します。

// This is a C++ implementation of the online entry
// point for the FileOnOff resource type. This function
//
//
//
//

brings online a FileOnOff resource by creating the
corresponding file. It is assumed that the complete
pathname of the file will be passed as the first
ArgList attribute.

unsigned int res_online(const char *res_name, void **attr_val) {
int fd = -1;
int ret = 0;
char *pathname = NULL;
VCSAG_LOG_INIT("res_online");
/*
* Get PathName attribute form attr_val parameter, passed to
res_online function and store
* it under pathname variable.
*
*/
if (NULL == pathname) {
return 0;
}
VCSAG_LOGDBG_MSG(VCS_DBG2, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Creating file %s", pathname);
if ((fd = open(pathname, S_IRUSR|S_IWUSR)) < 0) {
VCSAG_LOG_MSG(VCS_ERROR, 2003, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Attempt to create the file failed with errno=%d",
errno);
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_ERROR, 2003, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Attempt to create the file failed with errno=%d",
errno);
} else {
close(fd);
}
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return 0;
}

3

res_offline() を修正します。

// Function:
res_offline
// Description: This function deletes the file //
unsigned int res_offline(const char *res_name, void **attr_val)
{
char *pathname = NULL;
VCSAG_LOG_INIT("res_offline");
/*
* Get PathName attribute form attr_val parameter, passed to
res_offline function and store
* under pathname variable.
*
*/
if (NULL == pathname) {
return 0; /* success: nothing to remove */
}
VCSAG_LOGDBG_MSG(VCS_DBG2, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Removing file %s", pathname);
if ((0 != remove(pathname)) && (ENOENT != errno)) {
VCSAG_LOG_MSG(VCS_ERROR, 2002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Attempt to remove the file failed with errno=%d",
errno);
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_ERROR, 2002, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Attempt to remove the file failed with errno=%d",
errno);
return 1; /* failure: attempt to remove failed */
}
return 0; /* success: file removed */
}

第 6 章 カスタムエージェントの作成
UNIX でのカスタムエージェントの作成

4

res_monitor() 関数を修正します。

「例: UNIX での C++ およびスクリプトエントリポイントの使用」を参照してください。

5

agent.C をコンパイルし、make コマンドを実行してエージェントを作成します（標準

添付の Makefile を使います）。
make

6

エージェントバイナリのディレクトリを作成します。
mkdir /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff

7

FileOnOff エージェントをインストールします。
make install AGENT=FileOnOff

例: UNIX での C++ およびスクリプトエントリポイントの使用
次の例では、独自の VCSAgStartup 関数、C++ バージョンの monitor エントリポイン
ト、スクリプトバージョンの online エントリポイントと offline エントリポイントを使って、
FileOnOff エージェントを作成する方法を示します。この例では、VCSAgStartup、online、
offline および monitor エントリポイントのみを実装します。
VCSAgStartup、C++、およびスクリプトエントリポイントを使用してエージェントを実装す
るには

1

エージェントのディレクトリを作成します。
mkdir /opt/VRTSvcs/src/agent/FileOnOff

2

サンプルエージェントディレクトリの内容を、前の手順で作成したディレクトリにコピー
します。
cp -r /opt/VRTSvcs/src/agent/Sample/*
/opt/VRTSvcs/src/agent/FileOnOff

3

新しいディレクトリに移動します。
cd /opt/VRTSvcs/src/agent/FileOnOff
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4

agent.C ファイルを任意のエディタを使って開き、VCSAgStartup() 関数（このファ

イルの最後の数行）を次の例に合わせて修正します。

// Description: This functions registers the entry points //
void VCSAgStartup()
{
VCSAG_LOG_INIT("VCSAgStartup");
VCSAgSetLogCategory(10051);
VCSAgInitEntryPointStruct(V51);
VCSAgValidateAndSetEntryPoint(VCSAgEPMonitor, res_monitor);
}
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5
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res_monitor() 関数を修正します。

// Function:
res_monitor
// Description: Determine if the given file is online (file exists)
//

or offline (file does not exist).
VCSAgResState res_monitor(const char *res_name, void
**attr_val, int *conf_level)
{
int ret = 0;
char *pathname = NULL;
struct stat64 stat_buf;
VCSAgResState state = VCSAgResUnknown;
VCSAG_LOG_INIT("res_monitor");

/*
* Get PathName attribute form attr_val parameter, passed to
res_offline function and store
* under pathname variable.
*
*/
if (NULL == pathname) {
return VCSAgResUnknown;
}
VCSAG_LOGDBG_MSG(VCS_DBG2, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"Checking if file %s exists or not", pathname);
if (0 == stat64(pathname, &stat_buf)) {
/*
* If the pathname is a directory, return status as unknown
*/
if (S_ISDIR(stat_buf.st_mode) != 0) {
VCSAG_LOG_MSG(VCS_ERROR, 2004, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"%s is a directory", pathname);
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_ERROR, 2004,
VCS_DEFAULT_FLAGS,
"%s is a directory", pathname);
*conf_level = 0;
return VCSAgResUnknown;
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}
*conf_level = 100;
return VCSAgResOnline;
}
*conf_level = 0;
return VCSAgResOffline;
}

6

agent.C をコンパイルし、make コマンドを実行してエージェントを作成します（標準

添付の Makefile を使います）。
make

7

エージェントのスクリプトエントリポイントを作成します。
「例: UNIX でのスクリプトエントリポイントの使用」を参照してください。

8

エージェントのディレクトリを作成します。
mkdir /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff

9

FileOnOff エージェントをインストールします。

カスタムエージェントのインストール
カスタムエージェントは、次のディレクトリのいずれかにインストールできます。
UNIX の場合
■

/opt/VRTSvcs/bin/custom_type/

■

/opt/VRTSagents/ha/bin/custom_type/

■

ユーザー定義のディレクトリ。たとえば、/myagents/custom_type/ など。このオプショ
ンには、AgentDirectory 属性を設定する必要があります。

これらのいずれかの場所にのみ custom_type ディレクトリを作成してください。
エージェントバイナリおよびスクリプトエントリポイントを custom_type ディレクトリに追加し
ます。
メモ: エージェントをパッケージ化する場合は、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。Solaris pkginfo を設定して、ゾーンで実行するエージェントをインス
トールする場合、SUNW_PKG_ALLZONES=true の値を設定します。
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カスタムリソースタイプに対するリソースの定義
リソースのタイプの定義を作成し、さらにそのエージェントを作成すると、カスタムタイプの
リソースを追加し、リソース属性に値を割り当てて、エージェントを使用した特定リソースの
制御を開始できるようになります。
リソースを追加し、main.cf ファイルの属性値を設定できます。
詳しくは、『Symantec Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

サンプルリソース定義
VCS 設定ファイル main.cf で FileOnOff リソースタイプのリソースは、具体的には次のよ
うになります。

include types.cf
.
.
.
FileOnOff temp_file1 (
PathName = "/tmp/test"
)

タイプ FileOnOff が、types.cf ファイルで定義されます。types.cf ファイルは include
パラメータを使用して main.cf に含めます。main.cf ファイルで定義されるリソースで次
の内容を指定します。
■

リソースタイプ: FileOnOff

■

リソースを示す重複のない名前: temp_file1

■

属性の名前、PathName

■

PathName 属性の値

On UNIX:"/tmp/test"

VCS により、temp_file1 がシステム上でオンラインになると、FileOnOff エージェントは
ファイル「test」をそのシステムの指定したディレクトリに作成します。

FileOnOff エージェントが設定情報を使用する方法
VCS 設定内のこの情報は、クラスタ内のノードでのエージェントの起動時にエンジンに
よって FileOnOff エージェントに渡されます。エージェントに渡される情報は、システムで
設定されたタイプ FileOnOff のリソース名、それに対応するリソース属性、そのタイプの
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すべてのリソースの属性値です。また、エージェントにすべての属性とそれに対応する値
の詳細を送ります。
この後、たとえば、リソースをオンラインにする場合、VCS は、エントリポイントの名前
（online）とリソースの名前（temp_file01）をエージェントに提供します。これにより、エー
ジェントはエントリポイントを呼び出し、リソース名と ArgList 内の属性の値をエントリポイ
ントに提供します。エントリポイントはタスクを実行します。

エージェントフレームワークのバージョンの詳細
次の表は、さまざまなエージェントバイナリとその機能を示しています。
エージェントバイナリ

説明

エージェントバージョン V40

エージェントバージョン V40 以降のエージェン
トの場合、action と info のエントリポイントがサ
ポートされます。
p.31 の 「info エントリポイントについて」 を参照
してください。
p.30 の 「action エントリポイントについて」 を参
照してください。

エージェントバージョン V50

バージョン V50 以降で登録されたエージェント
の場合、AEPTimeout 属性機能が利用可能で
す。
p.179 の 「AEPTimeout」 を参照してください。
エージェントフレームワークバージョン V50 以降
では、位置に依存しない ArgListValues がサ
ポートされます。
p.43 の 「ArgList 属性と ArgListValues 属性に
ついて」 を参照してください。
エージェントフレームワークバージョン V50 以降
では、コンテナ Solaris ゾーン、Solaris プロジェ
クト、Aix WPAR 用に、AIX と Solaris でコンテ
ナがサポートされます。
p.183 の 「ContainerOpts」 を参照してください。
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エージェントバイナリ

説明

エージェントバージョン V51

エージェントフレームワークバージョン V51 以降
のエージェントの場合、計画的なオフラインと
IMF の機能が利用可能です。
p.187 の 「IntentionalOffline」 を参照してくださ
い。
p.15 の 「IMF（Intelligent Monitoring
Framework）について 」 を参照してください。
この機能用に、3 つの新しいエントリポイントがあ
ります。
■

imf_init

■

imf_register

■

imf_getnotificaiton

p.151 の 「スクリプトベースの IMF 対応カスタム
エージェントの作成について」 を参照してくださ
い。
エージェントバージョン V60

エージェントフレームワークバージョン V60 で
は、移行機能が利用可能です。この機能と共に、
エントリポイントの移行が追加されました。
p.36 の 「migrate エントリポイントについて」 を
参照してください。

メモ: 最新バージョンのエージェントを使うことを
お勧めします。
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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 IMF 対応カスタムエージェントの作成について

■

AMF プラグインのスクリプトエージェントとのリンク

■

オンラインおよびオフライン状態監視用にリソース登録を行う AMF プラグインで必要
な XML ファイルの作成

■

設定への IMF および IMFRegList 属性の追加

■

IMF 統合なしの監視

■

IMF を使用しない LevelTwo 監視頻度での監視

■

IMF 統合を使用した監視

■

IMF を使用した LevelTwo の監視頻度での監視

■

スクリプトベースの IMF 対応のカスタムエージェントのインストール

スクリプトベースの IMF 対応カスタムエージェントの作成
について
この章では、スクリプトベースの IMF 対応カスタムエージェントを作成する方法について
説明します。 VCS は、VCS 6.0.1 以降のリリースからは、プロセスベースでスクリプトベー
スの IMF 対応カスタムエージェントのみをサポートします。カスタムエージェント（IMF な
し）を作成するプロセスは、前の章に記載されているものと同じです。
インテリジェント監視のために IMF を有効にするために、次の IMF のエントリポイントが
VCS 5.1SP1 に導入されました。
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■

imf_init

■

imf_register

■

imf_getnotification

カスタムエージェントで IMF 機能を有効にする場合は、他のエントリポイントとともに前述
の IMF のエントリポイントを使ってください。 シマンテック社はこれらのエントリポイントを
実装している AMF プラグインのみをサポートします。
p.25 の 「エージェントのエントリポイントについて」 を参照してください。
p.93 の 「imf_init スクリプトの構文」 を参照してください。
p.93 の 「imf_register スクリプトの構文 」 を参照してください。
p.94 の 「imf_getnotification スクリプトの構文」 を参照してください。
スクリプトベースの IMF 対応エージェントの作成では、次の手順を実行します。
1.

AMF プラグインのスクリプトエージェントとのリンク

2.

オンラインおよびオフライン状態の監視に対してリソース登録を行うための AMF プ
ラグインに必要な XML ファイル（amfregister.xml）の作成

3.

設定ファイルへの IMF および IMFRegList 属性の追加
p.160 の 「設定への IMF および IMFRegList 属性の追加」 を参照してください。

4.

IMF を有効にするためのカスタムスクリプトベースのエージェントのインストー
ルp.165 の 「スクリプトベースの IMF 対応のカスタムエージェントのインストール」 を
参照してください。

AMF プラグインのスクリプトエージェントとのリンク
現在の作業ディレクトリをエージェントの特定のディレクトリに変更し、エージェントの特定
のディレクトリで AMF プラグインへのシンボリックリンク（ソフトリンク）を次のコマンドを使っ
て作成します。
ln –s /opt/VRTSamf/imf/imf_init imf_init
ln –s /opt/VRTSamf/imf/imf_register imf_register
ln –s /opt/VRTSamf/imf/imf_getnotification imf_getnotification

オンラインおよびオフライン状態監視用にリソース登録
を行う AMF プラグインで必要な XML ファイルの作成
オンラインおよびオフライン状態の監視に対して AMF にプロセスベースのリソース登録
を行うために、imf_register エントリポイントで使用されている amfregister.xml ファイル
を作成します。 imf_register エントリポイントはオンラインおよびオフライン状態の監視に
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対してリソースを登録するために異なるエージェントによって使用される汎用のスクリプト
であるため、amfregister.xml を用いて特定のタイプのリソースに対して登録すべき内容
を指定する必要があります。 amfregister.xml で使われるタグについて詳しくは、次の表
の説明を参照してください。
表 7-1

amfregister.xml ファイルの共通タグ

タグ名

説明

RegType

このタグを使って、登録のタイプを指定します。このタグは、PRON と PROFF
に特有のタグ間で共通です。
プロセスオフライン監視に対して、AMF にリソース登録を行うために PROFF
に設定します。
プロセスオンライン監視で、AMF にリソース登録を行うために PRON に設定
します。

ReaperName

表 7-2

エージェントの reaper 名（型名）を格納します。エージェントは、IMF 通知の
モジュールにこの名前で登録されます。

PRON 固有のタグ

タグ名

説明

ProcPattern

プロセスベースのリソースがプロセステーブルにどのように表示されるかを指定します。指定された
ProcPattern がプロセステーブルで検索され、対応する pid がオンラインの監視に対して AMF に
登録されます。

PronOptions

ProcPattern 照合に対して追加のオプションを指定します。 IGNORE_ARGS に設定されている場
合、ProcPattern に指定されている値はプロセスパスとして見なされます。 プロセステーブルエントリ
に対して照合されている間は、プロセスパスだけが ProcPattern に対して照合されます。照合プロセ
スの pid が AMF に登録されます。
PronOptions が IGNORE_PATH に設定されている場合、ProcPattern に記述されている値はプ
ロセス args が後に続くプロセス名として見なされます。 プロセステーブルエントリに対して照合され
ている間は、プロセスパスのベース名とプロセス args だけが ProcPattern に対して照合されます。
照合プロセスの pid が AMF に登録されます。
PronOptions が IGNORE_ARGS IGNORE_PATH に設定されている場合、ProcPattern に記述
されている値は単にプロセス名として見なされます。 プロセステーブルエントリに対して照合されてい
る間は、プロセスパスのベース名だけが ProcPattern に記述されているプロセス名に対して照合さ
れます。プロセスの引数は、考慮されてません。 照合プロセスの pid が AMF に登録されます。

表 7-3

PROFF 固有のタグ

タグ名

説明

Owner

このプロセスを実行するのはユーザーです。 このユーザーの UID と GID は、AMF による PROFF
イベントの登録に使用されます。
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タグ名

説明

Path

バイナリの完全なパス。

arg0

バイナリが実行される名前。 絶対パスとともに実行される場合、これは指定する必要はありません。

arg0flag

これは、arg0 の照合動作をさらに絞り込むために使用されます。 arg0 で指定した文字列（例: 文字
列 A）は、照合するプロセスの arg0 の中で検索されます（例: 文字列 PA）。 これは次の値を取るこ
とができます。
■

FREE: 自由な部分文字列の一致操作を使って、文字列 PA 中の文字列 A を見つけます。

■

BOUNDLEFT: 左詰めの部分文字列の一致操作を使って、文字列 PA 中の文字列 A を見つけ
ます。
BOUNDRIGHT: 右詰めの部分文字列の一致操作を使って、文字列 PA 中の文字列 A を見つ
けます。
EXACT: 文字列 A は文字列 PA と正確に一致する必要があります。
arg0flag を指定しない場合、arg0flag のデフォルト値は EXACT と見なされます。

■

■

メモ: BOUNDLEFT と BOUNDRIGHT は、スペースで区切って一緒に指定できます。
BOUNDLEFT と BOUNDRIGHT を一緒に指定することは、EXACT と同じではありません。
args

バイナリが実行される引数。 これは、プロセステーブル内でプロセスを検索する際の照合に使用され
ます。 ここでは、完全一致を検索します。

ArgsSubString

引数のデフォルトの完全一致とは別として、照合されているプロセスの引数リストに表示される必要が
ある部分文字列のリストを指定できます。
ArgsSubString タグを使用して、1 つの部分文字列を指定できます。 このような部分文字列を最大
8 個指定できます。

メモ: ArgsSubString が指定されている場合、args を指定しないでください。
ArgsSubStringFlag

指定されたそれぞれの部分文字列に対して、追加のフラグを指定して、照合動作を制御できます。
指定された各部分文字列（たとえば、ストリング SS）は、照合されているプロセスの args 内を検索さ
れます（たとえば、ストリング PA）。
■

FREE: 自由な部分文字列の一致操作を使って、文字列 PA 中の文字列 SS を見つけます。

■

BOUNDLEFT: 左詰めの部分文字列の一致操作を使って、文字列 PA 中の文字列 SS を見つ
けます。
BOUNDRIGHT: 右詰めの部分文字列の一致操作を使って、文字列 PA 中の文字列 SS を見
つけます。
すべての ArgsSubString には、対応する ArgsSubStringFlag が必要です。 ArgsSubStringFlag
を指定しない場合、デフォルトのフラグは FREE です。

■
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タグ名

説明

ArgsFlag

このタグは、全体的な部分文字列照合の動作を制御するために使用されます。
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次の値が含まれます。
■

MATCH_ALL: 指定されたすべての部分文字列を照合します。

■

MATCH_ANY: 指定された任意の部分文字列を照合します。

■

IGNORE_ARGS: 完全に args を無視します。ArgsSubString または args タグが指定されてい
ない場合、これは指定しないでください。
一連のゼロまたは追加の ArgsSubString と ArgsSubStringFlag タグの後に、オプショグ ArgsFlag
を挿入できます。ArgsFlag を指定しない場合、MATCH_ALL がその ArgsFlag のデフォルト値
として見なされます。

オンラインの監視に対する AMF とのプロセスベースのリソースの登録
に対する amfregister.xml の例
ps 出力のプロセスが次のように表示されていることを前提として、以降の手順を使用し

て、オンライン監視に対するプロセスベースのリソースを登録できます。
"/usr/sbin/rpc.statd -d 0 -t 50"

1.

パスと引数が分かっている場合は、プロセスを amfregister.xml ファイルの次の形式
に指定する必要があります。

<xml>
<Register>
<RegType>PRON</RegType>
<ProcPattern>/usr/sbin/rpc.statd -d 0 -t 50</ProcPattern>
</Register>
</xml>

2.

引数が分からず、パスが分かっている場合は、プロセスを amfregister.xml ファイル
の次の形式に指定する必要があります。

<xml>
<Register>
<RegType>PRON</RegType>
<PronOptions>IGNORE_ARGS</PronOptions>
<ProcPattern>/usr/sbin/rpc.statd</ProcPattern>
</Register>
</xml>
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メモ: 異なる引数に 2 つ以上のプロセスまたはインスタンスがある場合、すべてが登
録されます。
次に例を示します。
"/usr/sbin/rpc.statd -d 0 -t 50"
"/usr/sbin/rpc.statd -xyz"

上記の両方のプロセスが、AMF に登録されます。
3.

パスが分からず、引数が分かっている場合は、amfregister.xml ファイルの次の形
式を使用する必要があります。

<xml>
<Register>
<RegType>PRON</RegType>
<PronOptions>IGNORE_PATH</PronOptions>
<ProcPattern>rpc.statd -d 0 -t 50</ProcPattern>
</Register>
</xml>

メモ: 異なるパスに 2 つ以上のプロセス/インスタンスがある場合、すべてが登録され
ます。
次に例を示します。
"/usr/sbin/rpc.statd -d 0 -t 50"
"/home/<testuser>/rpc.statd -d 0 -t 50"

4.

パスまたは引数が分からない場合は、amfregister.xml ファイルの次の形式を使用
する必要があります。

<xml>
<Register>
<RegType>PRON</RegType>
<PronOptions>IGNORE_ARGS IGNORE_PATH</PronOptions>
<ProcPattern>rpc.statd</ProcPattern>
</Register>
</xml>
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メモ: 同じベース名で 2 つ以上のプロセスがある場合、パスと引数に関係なくすべて
が登録されます。
次に例を示します。
"/usr/sbin/rpc.statd -d 0"
"/home/<testuser>/rpc.statd -d 0 -t 50"

オフライン監視のためにプロセスベースリソースを AMF に登録するため
の amfregister.xml の例
■

例 1:
■

プロセス名: xyz

■

プロセスの絶対パス: /MyHome/symantec/veritas/xyz

■

引数: -p abc -t qwe -m40

■

プロセスの所有者: vcsuser

<xml>
<Register>
<RegType>PROFF</RegType>
<Owner>vcsuser</Owner>
<Path>/MyHome/symantec/veritas/xyz</Path>
<arg0>xyz</arg0>
<args>-p abc -t qwe -m40</args>
</Register>
</xml>

■

例 2: amfregister.xml が次の形式を持つ VCS 属性として OwnerName と HomeDir
を想定した場合、オフラインの監視に対して AMF にプロセスベースのリソースを登録
するには

<xml>
<Register>
<RegType>PROFF</RegType>
<Owner>${OwnerName}</Owner>
<Path>${HomeDir}/symantec/veritas/xyz</Path>
<arg0>xyz</arg0>
<args>-p abc -t qwe -m40</args>
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</Register>
</xml>
■

例 3: 引数に対する部分文字列照合を使用して、オフラインの監視でプロセスベース
のリソースを AMF に登録するには
■

プロセス: xyz

■

プロセスの絶対パス: /MyHome/symantec/veritas/xyz

■

引数の部分文字列

■

■

-t qwe による左側境界部分文字列照合

■

-m 40 による右側境界部分文字列照合

引数のフラグ: 任意の部分文字列を照合

<xml>
<Register>
<RegType>PROFF</RegType
<Path>/MyHome/symantec/veritas/xyz</Path>
<arg0>xyz</arg0>
<arg0flag>EXACT</arg0flag>
<ArgsSubString>-t qwe</ArgsSubString>
<ArgsSubStringFlag>BOUNDLEFT</ArgsSubStringFlag>
<ArgsSubString>-m 40</ArgsSubString>
<ArgsSubStringFlag>BOUNDRIGHT</ArgsSubStringFlag>
<ArgsFlag>MATCH_ANY</ArgsFlag>
</Register>
</xml>

所定のプロセスに対するオンラインおよびオフラインの IMF 監視の
amfregister.xml の例
オンラインおよびオフラインの監視でプロセスベースのリソースを AMF に登録するには
■

Path: /opt/VRTSamf/bin/amfstat

■

argv0: amfstat

■

args: -s 5

<xml>
<Register>
<RegType>PRON</RegType>
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<ProcPattern>/opt/VRTSamf/bin/amfstat -s 5</ProcPattern>
</Register>
<Register>
<RegType>PROFF</RegType>
<Path>/opt/VRTSamf/bin/amfstat</Path>
<arg0>amfstat</arg0>
<args>-s 5</args>
</Register>
</xml>

amfregister.xml に RepearName タグを追加する例
RepearName タグは、amfregister.xml に手動で追加することも自動的に追加すること
もできます。
■

ReaperName タグを自動的に追加する
このタグは、エージェント用の imf_init が最初に呼び出されたときに自動的に作成さ
れます（すでに存在しない場合）。
たとえば、型名が CFSMount の場合は、amfregister.xml に次の行があります。

<xml>
<!--ReaperName tag has been added by imf_init entry point-->
<ReaperName>CFSMount</ReaperName>
<Register>
<RegType>PRON</RegType>
<ProcPattern>/usr/sbin/rpc.statd -d 0 -t 50</ProcPattern>
</Register>
</xml>
■

ReaperName タグを手動で追加する
エージェントの開発者は、このタグを手動で追加することもできます。その場合、imf_init
で amfregister.xml が更新されません。
たとえば、reaper 名（リソースのタイプ）が Process である場合、xml ファイルは次の
ようになります。
<xml>
<ReaperName>Process</ReaperName>
<Register>
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<RegType>PRON</RegType>
<ProcPattern>/usr/sbin/rpc.statd -d 0 -t 50</ProcPattern>
</Register>
</xml>

設定への IMF および IMFRegList 属性の追加
設定ファイルに IMF と IMFRegList 属性を追加する必要があります。 IMFRegList の追
加は省略可能です。
p.186 の 「IMF」 を参照してください。
p.186 の 「IMFRegList」 を参照してください。
これらの属性を追加するために、VCS が実行中でない場合は、設定ファイルを変更する
か、VCS が実行中の場合は、ha - コマンドを使用して実行中の設定を変更できます。
この目的で、次の例を参照してください。
VCS が実行中でない場合の IMF をサポートするカスタムエージェントに対するタイプ定
義の例:
type MyCustomIMFApp (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static str IMFRegList[] = { PathName, Arguments }
static str ArgList[] = { PathName, Arguments, HomeDir }
str PathName
str Arguments
str HomeDir
)

VCS が実行中の場合の IMF をサポートするカスタムエージェントに対する変更設定の
例:
IMF 属性を追加するコマンド:
haattr -add -static IMF MyCustomIMFApp -integer -assoc Mode 3
MonitorFreq 1 RegisterRetryLimit 3

IMFRegList 属性を追加するコマンド:
haattr -add -static Zone IMFRegList -string -vector PathName,
Arguments

p.186 の 「IMFRegList」 を参照してください。
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必要に応じて、Agent Type または Resource レベルでこれらの IMF 属性の値を変更で
きます。 次の例は、どのように Mode 属性の値を変更させることができるかを説明します。
Online only Monitoring（PRON）の場合、Mode 値を 2 に設定できます。 それぞれのレ
ベルで次のコマンドを実行して、Mode 値を変更します。

1

タイプレベルで
# hatype -display <resource-type> -attribute IMF
#Type
Attribute Value
CustomProcess IMF Mode 3 MonitorFreq 1 RegisterRetryLimit 3
# hatype -modify <resource-type> IMF -update Mode 2
# hatype -display <resource-type> -attribute IMF
#Type
Attribute Value
CustomProcess IMF Mode 2 MonitorFreq 1 RegisterRetryLimit 3

2

リソースレベルで、まず静的属性 IMF が上書きされているかどうかを確認します。
# hares -display <resource-name> -attribute IMF
VCS WARNING V-16-1-10554 No resource exists with attribute IMF

上書きされていない場合、次のコマンドを使ってリソースレベルで静的な属性 IMF
を上書きできます。
# hares -override <resource-name> IMF
# hares -display <resource-name> -attribute IMF
#Resource Attribute System Value
pres1
IMF global Mode 3 MonitorFreq 1 RegisterRetryLimit 3
# hares -modify pres1 IMF -update Mode 2
# hares -display pres1 -attribute IMF
#Resource Attribute System Value
pres1
IMF global Mode 2 MonitorFreq 1 RegisterRetryLimit 3

IMF 統合なしの監視
IMF 統合と基本（レベル1）監視を使用しない監視を行うには、次のようにします。
#!/bin/sh
# CustomAgent Monitor script
. $VCS_HOME/bin/ag_i18n_inc.sh
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RESNAME=$1
VCSAG_SET_ENVS $RESNAME
# Logic for custom agent resource monitoring.
# Based on logic set STATE to "OFFLINE" or "ONLINE"
if resource is found in either OFFLINE or ONLINE state.
if [ ${STATE} = "OFFLINE" ]
then
exit ${STATE}
fi

IMF を使用しない LevelTwo 監視頻度での監視
カスタムエージェントモニタが基本監視と詳細監視を実行する場合、詳細監視コードは
条件付きである必要があります。 これにより、必要ない場合に詳細監視のスケジューリン
グを避けることができます。 詳細監視をスケジューリングする必要があるかどうかを調べる
には、 VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL APIを使用できます。
VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL API は、LevelTwoMonitorFreq 属性の値をフェッ
チして設定します。
#!/bin/sh
# CustomAgent Monitor script
. $VCS_HOME/bin/ag_i18n_inc.sh
RESNAME=$1
VCSAG_SET_ENVS $RESNAME
STATE=${VCS_RES_ONLINE};
# Fetch the value of detail (Level-2) monitoring.
# VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL will store this values in
# VCSAG_MONITOR_LEVEL_TWO environment.
VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL();
# Logic for custom agent basic monitoring.
# Based on logic set STATE to OFFLINE or ONLINE

# if basic monitoring of the resource state that resource is ONLINE,
# check if detail monitoring (Level-2) need to be performed.
if [ ${STATE} -eq ${VCS_RES_ONLINE} ]; then

162

第 7 章 スクリプトベースの IMF 対応カスタムエージェントの作成
IMF 統合を使用した監視

if [ ${VCSAG_MONITOR_LEVEL_TWO} -ne 0 ]; then
# Logic for custom agent detail monitoring.
# Based on logic return OFFLINE or ONLINE
# If resource is found as OFFLINE
STATE = ${VCS_RES_OFFLINE};
# If resource is found as ONLINE
STATE = ${VCS_RES_ONLINE};
fi
fi
exit $(STATE);

IMF 統合を使用した監視
カスタムエージェントモニタが基本監視のみを実行する場合、既存の monitor エントリポ
イントの変更を行う必要はありません。
#!/bin/sh
# CustomAgent Monitor script
. $VCS_HOME/bin/ag_i18n_inc.sh
RESNAME=$1
VCSAG_SET_ENVS $RESNAME
# Logic for custom agent resource monitoring.
# Based on logic set STATE to "OFFLINE" or "ONLINE"
if resource is found in either OFFLINE or ONLINE state.
if [ ${STATE} = "OFFLINE" ]
then
exit ${STATE}
fi

if [ ${STATE} = "ONLINE" ]
then
exit ${STATE}
fi
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IMF を使用した LevelTwo の監視頻度での監視
カスタムエージェントモニタが基本監視と詳細監視を実行する場合、基本監視コードは
条件付きである必要があります。 これにより、詳細監視のみをスケジューリングする必要
がある場合に、基本監視のスケジューリングを避けることができます。
VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL API を使用して、基本、詳細のいずれかまたは両
方の監視をスケジューリングする必要があるかどうかを確認できます。
VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL API を使用して、monitor エントリポイントは、それ
ぞれ MonitorFreq 属性と LevelTwoMonitorFreq 属性の値に基づき、基本監視と詳細
監視を実行する必要があるかどうかを決定します。
#!/bin/sh
# CustomAgent Monitor script
. $VCS_HOME/bin/ag_i18n_inc.sh
RESNAME=$1
VCSAG_SET_ENVS $RESNAME
STATE=${VCS_RES_ONLINE};
# Fetch the value of basic (Level-1) and detail (Level-2) monitoring.
# VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL will store these values in
# VCSAG_MONITOR_LEVEL_ONE and CSAG_MONITOR_LEVEL_TWO environment.
VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL();
# Check if basic monitoring (Level-1) need to be performed.
if [ ${VCSAG_MONITOR_LEVEL_ONE} -ne 0 ]; then
# Logic for custom agent basic monitoring.
# Based on logic set STATE to OFFLINE or ONLINE
# If resource is found as OFFLINE
STATE = ${VCS_RES_OFFLINE};
# If resource is found as ONLINE
STATE = ${VCS_RES_ONLINE};
fi
# if basic monitoring of the resource state that resource is ONLINE,
# check if detail monitoring (Level-2) need to be performed.
if [ ${STATE} -eq ${VCS_RES_ONLINE} ]; then
if [ ${VCSAG_MONITOR_LEVEL_TWO} -ne 0 ]; then
# Logic for custom agent detail monitoring.
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# Based on logic return OFFLINE or ONLINE
# If resource is found as OFFLINE
STATE = ${VCS_RES_OFFLINE};
# If resource is found as ONLINE
STATE = ${VCS_RES_ONLINE};
fi
fi
exit $(STATE);

スクリプトベースの IMF 対応のカスタムエージェントのイ
ンストール
カスタムスクリプトベースのエージェントをインストールする手順は、カスタムエージェント
のインストールに類似しています。詳しくは、p.147 の 「カスタムエージェントのインストー
ル」 を参照してください。 を参照してください。
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8
エージェントのテスト
この章では以下の項目について説明しています。
■

テストエージェントについて

■

デバッグメッセージの使用

■

AdvDbg 属性を使ったデバッグ

■

エンジンプロセスを使用したエージェントのテスト

■

AgentServer ユーティリティを使用したエージェントのテスト

テストエージェントについて
エージェントをテストする前に、エージェントを構築し、インストールと設定が完了している
ことを確認してください。

デバッグメッセージの使用
LogDbg 属性の値を設定することにより、エージェントフレームワークのデバッグメッセー
ジを有効にできます。これにより、フレームワークは、指定した重要度で記録されている
メッセージを出力するよう指示を受けます。
p.188 の 「LogDbg」 を参照してください。

エージェント関数（エントリポイント）のデバッグ
LogDbg 属性は、エージェント関数またはエージェントフレームワークに対して有効なデ
バッグ重大度を示します。DBG_1 から DBG_21 のキーを使ってこのエージェント機能
にデバッグレベルを定義します。
デバッグのログ記録を有効にするには、タイプレベルの LogDbg の属性を使います。
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特定のリソースタイプのデバッグ重大度を設定するには

hatype -modify <resource-type> LogDbg -add <Debug-Severity>
[<Debug-Severity> ...]

特定のリソースタイプのデバッグ重大度を削除するには

hatype -modify <resource-type> LogDbg -delete <Debug-Severity>
[<Debug-Severity> ...]

すべてのデバッグ重大度を削除するには

hatype -modify <resource-type> LogDbg -delete -keys

個々のリソースのデバッグ重大度を設定できないことに注意してください。
特定のエージェントのエントリポイントをデバッグするには、そのエージェントのマニュアル
を参照してください。 したがって付属エージェントについては、『Bundled Agents リファ
レンスガイド』を参照してください。
たとえば、重要度レベル DBG_3 と DBG_4 の FileOnOff リソースタイプのデバッグメッ
セージを記録するには、hatype コマンドを使用します。

# hatype -modify FileOnOff LogDbg -add DBG_3 DBG_4
# hatype -display FileOnOff -attribute LogDbg
TYPE
ATTRIBUTE
VALUE
FileOnOff
LogDbg
DBG_3 DBG_4

FileOnOff エージェントからのデバッグメッセージで、デバッグ重要度が DBG_3 と DBG_4
のデバッグメッセージは、ログファイルに記録されます。 C++ エントリポイントからのデバッ
グメッセージは、エージェントのログファイル（UNIX:
$VCS_LOG/log/<resource_type>_A.log）に出力されます。スクリプトのエントリポイント
からのデバッグメッセージは、HAD のログファイルに出力されます。エージェントのログ
ファイルからの行の例

.
.
2003/06/06 11:02:35 VCS DBG_3 V-16-50-0
FileOnOff:f1:monitor:This is a debug message
FileOnOff.C:res_monitor[28]
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エージェントフレームワークのデバッグ
LogDbg 属性は、リソースタイプまたはエージェントフレームワークに対して有効なデバッ
グ重大度を示します。エージェントフレームワークからのデバッグメッセージは次の重大
度とともにログに記録されます。
■

DBG_AGDEBUG: ほとんどのデバッグログを有効にします。これには、エンジンから
受け取るデバッグコマンド、サービススレッドの（エントリポイントを実行したり属性を修
正したりするためにリソースを取得するときの）実行コードパス、エージェントが使う環
境変数の出力、エンジンへの IAmAlive メッセージの送信などのタイマー関連の処
理、などがあります。

■

DBG_AGINFO: 特定のエントリポイントの実行と関連しているデバッグメッセージを有
効にします。エントリポイントの exit コード、各種の内部状態間のリソースの遷移、エ
ントリポイントの呼び出しの前の ArgListValues の印刷、エントリポイントの実行に関
係のある RunInContainer や PassCInfo などの属性の値、などがあります。

■

DBG_AGTRACE: 詳細なデバッグのログ記録を有効にします。その大部分は、関数
トレースのような、エージェントフレームワーク内で呼び出されるほとんどの関数の開
始および終了メッセージです。

AdvDbg 属性を使ったデバッグ
AdvDbg 属性のこの値を設定することで高度なデバッグをアクティブにできます。この値
が設定されている場合、エントリポイントのタイムアウト時に次の事前定義済みのアクショ
ンを呼び出すようエージェントフレームワークに指示します。
■

pstack: プロセスツリーとプロセススタックのいずれかまたは両方を生成するために使
われます。

■

コア: エージェントプロセスのコアを生成するために使われます。

プロセスはエージェントのエントリポイントから実行されるエージェントプロセスまたはコマ
ンドのいずれかです。すべての情報は $VCS_LOG/diag/agents/<エージェント名> ディ
レクトリの下に取得されます。

AdvDbg 属性の動作
データがどのように取得されるかを理解するためには、各種エージェントについて理解
する必要があります。エージェントは 3 つに分けられます。
1.

すべてのエントリポイントがスクリプトで記述されているエージェント。

2.

すべてのエントリポイントが C/C++ を使って実装されているエージェント。これらの
エントリポイントは次のように実装されます。
■

エントリポイントからくつかのコマンドが呼び出される。
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■

3.

エントリポイントからシステムコールのみ（コマンド以外）が呼び出される。

一部のエントリポイントがスクリプトを使って記述され、残りが C/C++ を使って記述さ
れているハイブリッドエージェント。

pstack アクションの動作
このアクションとともに設定された場合、エージェントフレームワークは、エントリポイントの
タイムアウト時に、プロセススタックまたはプロセススタックとプロセスツリーを取得します。
エージェントフレームワークは、プロセススタックとともにプロセスツリーを取得するかどうか
を内部で判断します。 次の場合、エージェントフレームワークは、プロセスのプロセスス
タックとともにプロセスツリーを取得します。
■

タイムアウトしたエントリポイントがスクリプトを使って実装されている場合、エージェン
トフレームワークはプロセススタックとともにプロセスツリーを取得します。

■

タイムアウトしたエントリポイントが C/C++ で実装され、コマンドが完了するのを待って
いる場合、エージェントフレームワークはプロセススタックとともにプロセスツリーを取
得します。

他のすべてのケースでは、エージェントフレームワークはエージェントプロセスのプロセス
スタックを取得します。 プロセススタックとプロセスツリーに関するすべての情報は
FFDC_AGFWEP<ep_name>_A.log ファイルに取得されます。このファイルは、<ep_name>
エントリポイントがタイムアウトした同じタイプのすべてのリソースの情報を含みます。 ファ
イル FFDC_AGFWEP<ep_name>_A.log がフルの状態の場合、バックアップ用に現在の
データが FFDC_AGFWEP<ep_name>_B.log に移動されます。

core アクションの動作
このアクションとともに設定されている場合、エージェントフレームワークはエントリポイント
のタイムアウト時にプロセスコアを取得します。 このリリースでは、エージェントフレーム
ワークはエージェントコアの取得のみをサポートします。 コアファイルの名前は
core.<AgentPID>.<res_name>.<ep_name> になります。 つまり、<res_name> リソー
スのエントリポイント <ep_name> がタイムアウトした場合にコアが生成されます。 エー
ジェントプロセスのコアは、エントリポイントの最後のタイムアウトで生成されます。特定の
エージェントで、同じエントリポイントが同じリソースに対して複数回タイムアウトした場合
は、最後のタイムアウト時にこのコアが取得されます。

AdvDbg の属性によるエントリポイントの既存の機能への影響
AdvDbg 属性を設定するときには、次の影響を明確に理解し考慮する必要があります。
■

デバッグ情報の取得のために 1 つのスレッドが占有されるため、他のリソースの処理
が遅れることがあります。

■

コア生成、プロセススタックとプロセスツリーの生成などの追加のアクティビティのため
に、システムリソースが消費されます。
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■

システムリソースの低下により、エージェントが応答を停止することがあります。

前述の影響を考慮すると、open、close、offline、online、clean などの、めったに起きな
いか 1 回だけ起きるイベント用にデフォルトアクションを設定できます。 monitor などのほ
かのエントリポイントでは、タイムアウトの問題に直面した場合、エントリポイントのタイムア
ウトに直面しているそのリソースのリソースレベルにこの属性を上書きすることで、AdvDbg
を動的に設定する必要があります。データが取得されたら、すぐにこれらのエントリポイン
トの AdvDbg 属性をクリアする必要があります。 同じエントリポイントの複数のリソースが
タイムアウトになった場合、1 つのリソースのみを設定して AdvDbg 属性を設定します。
p.179 の 「monitor エントリポイントの AdvDbg 属性を設定するための推奨される手順」
を参照してください。

エンジンプロセスを使用したエージェントのテスト
VCS HAD プロセスがシステムでアクティブな状態になると、このプロセスは、設定ファイ
ルの内容に基づいて適切なエージェントプロセスを自動的に起動します。
1 つのエージェントプロセスで、1 つのシステム上にある同じタイプのすべてのリソースを
監視します。
VCS HAD プロセスがアクティブになった後、コマンドラインで次のコマンドを入力して、
エージェントが起動し、動作していることを確認します。

haagent -display <resource_type>

たとえば、Oracle エージェントをテストするには、次のように入力します。

haagent -display Oracle

Oracle エージェントが動作している場合、出力は次のようになります。

#Agent
Oracle
Oracle
Oracle
Oracle

Attribute
AgentFile
Faults
Running
Started

Value
0
Yes
Yes

テストコマンド
次の例は、コマンドを使用してエージェントをテストする方法を示しています。
■

C++ エージェントに対してエージェントのデバッグメッセージを有効にするには、次の
ように入力します。
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hatype -modify <resource_type> LogDbg -add DBG_AGINFO
■

リソースの状態を調べるには、次のように入力します。
hares -display <resource_name>

■

リソースをオンライン状態にするには、次のように入力します。
hares -online <resource_name> -sys system

これにより、対応するエージェントの online エントリポイントが実行されます。
■

リソースをオフライン状態にするには、次のように入力します。
hares -offline <resource_name> -sys system

これにより、対応するエージェントの offline エントリポイントが実行されます。
■

C++ エージェントに対してエージェントのデバッグメッセージを無効にするには、次の
ように入力します。
hatype -modify <resource_type> LogDbg -delete DBG_AGINFO

AgentServer ユーティリティを使用したエージェントのテ
スト
AgentServer ユーティリティにより、HAD プロセスを実行しなくてもエージェントをテスト

できます。このユーティリティは製品パッケージの一部で、次のディレクトリにインストール
されます。
UNIX の場合: $VCS_HOME/bin.
エンジンプロセスが実行されていないときは、AgentServer ユーティリティを任意のノード
で実行します。
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AgentServer を起動してヘルプを利用する方法（UNIX）

1

次のコマンドを入力して、AgentServer を起動します。
$VCS_HOME/bin/AgentServer
AgentServer は、TCP ポートでエージェントからのメッセージを監視します。この

ポートを設定するには、/etc/services ファイルで次の文字列をポート番号に設定し
ます。
vcstest <port number>/tcp

この値が指定されていない場合、AgentServer はデフォルト値 14142 を使用しま
す。

2

AgentServer が起動されると、コマンドを入力するように求めるメッセージが表示さ
れます。AgentServer コマンドの完全な一覧を表示するには、次のように入力しま
す。
> help

出力は次のようになります。

The following commands are supported.(Use help for more
information on using any command.)
addattr
addres
addstaticattr
addtype
debughash
debugmemory
debugtime
delete
deleteres
modifyres
modifytype
offlineres
onlineres
print
proberes
startagent
stopagent
quit
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3

特定のコマンドのヘルプを表示するには、AgentServer プロンプト（>）で help
command_name と入力します。たとえば、リソースをオンライン化する方法に関する
情報を表示するには、次のように入力します。
> help onlineres

出力は次のようになります。

Sends a message to an agent to online a resource.
Usage: onlineres <agentid> <resname>
where <agentid> is id for the agent - usually same as
the resource type name.
where <resname> is the name of the resource.

FileOnOff エージェントをテストするには（UNIX）

1

リソースタイプのエージェントを起動します。
>startagent FileOnOff /opt/VRTSvcs/bin/FileOnOff/FileOnOffAgent

次のようなメッセージが表示されます。
Agent (FileOnOff) has connected.
Agent (FileOnOff) is ready to accept commands.

2

下記は、types.cf および main.cf 設定ファイルの例です。FileOnOff エージェントを
テストする際に参照してください。
■

FileOnOff エージェントに対する types.cf 定義の例:

type FileOnOff (
str PathName
static str ArgList[] = { PathName }
)
■

FileOnOff リソースに対する main.cf 定義の例:

...
group ga (
...
)
Enabled = 1

FileOnOff file1 (
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PathName = "/tmp/VRTSvcsfile001"
)

この例は、AgentServer コマンドを使用した設定例です。

3

FileOnOff エージェントをテストするときは、types.xml と main.xml の設定ファイル
を参照してください。 4 は、AgentServer コマンドを使用した設定例です。

4

この設定例をエージェントに渡すために、次の手順を実行します。
■

タイプを追加します。
>addtype FileOnOff FileOnOff

■

タイプの属性を追加します。
>addattr FileOnOff FileOnOff PathName str ""
>addattr FileOnOff FileOnOff Enabled int 0

■

FileOnOff リソースタイプに、この静的属性を追加します。
>addstaticattr FileOnOff FileOnOff ArgList vector PathName

■

エージェントからのデバッグメッセージを確認するために、LogLevel 属性を追加
します。
>addstaticattr FileOnOff FileOnOff LogLevel str info

■

リソースを追加します。
>addres FileOnOff file1 FileOnOff

■

リソースの属性を設定します。
>modifyres FileOnOff file1 PathName str /tmp/VRTSvcsfile001
>modifyres FileOnOff file1 Enabled int 1

5

リソースを追加、変更した後で、次のコマンドを入力して、リソースの状態を取得しま
す。
>proberes FileOnOff file1

これにより、FileOnOff エージェントの monitor エントリポイントが呼び出されます。
リソースの状態を示す次のようなメッセージが表示されます。
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Resource(file1) is OFFLINE
Resource(file1) confidence level is 0
■

リソースをオンライン状態にするには、次のように入力します。
>onlineres FileOnOff file1

これにより、FileOnOff エージェントの online エントリポイントが呼び出されま
す。file1 がオンライン化されると、次のメッセージが表示されます。
Resource(file1) is ONLINE
Resource(file1) confidence level is 100
■

リソースをオフライン状態にするには、次のように入力します。
>offlineres FileOnOff file1

これにより、FileOnOff エージェントの offline エントリポイントが呼び出されま
す。

6

AgentServer プロセスによって起動されたエージェントの一覧を表示します。
>print

出力は次のようになります。
Following Agents are started:
FileOnOff

7

エージェントを停止します。
>stopagent FileOnOff

8

AgentServer を終了します。
>quit
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静的タイプ属性
この章では以下の項目について説明しています。
■

静的属性について

■

静的タイプ属性の定義

静的属性について
事前定義済み静的リソースタイプ属性は、すべてのリソースタイプに適用されます。
p.177 の 「静的タイプ属性の定義」 を参照してください。
開発者がエージェントを作成し、そのエージェントにリソースタイプを定義すると、静的タ
イプ属性はタイプ定義の一部になります。

静的タイプ属性の無効化
通常、リソースタイプの静的属性値は、そのタイプの全リソースに適用されます。他の同じ
タイプのリソースの属性値には影響を与えずに、特定のリソースの静的属性値を無効化
できます。 この章の各エージェント属性の説明では、その属性値が無効化可能かどうか
について記載しています。
静的属性値は、次の 2 とおりの方法で無効化できます。
■

VCS が動作していないときに明示的に設定ファイル（main.cf）のリソース定義の属性
を定義する。

■

VCS が動作しているときに、コマンドラインで、hares コマンドに -override オプショ
ンを使用する。

無効にされた属性の値は、hares -display コマンドを使用して表示できます。 静的属
性を無効にした値は、コマンドラインから hares -undo_override オプションを使用し
て削除できます。
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静的属性の値の無効化について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。

静的タイプ属性の定義
ここでは、エージェントの静的属性について説明します。

ActionTimeout
hares -action コマンドによってエージェントが特定のアクションを実行するよう命令さ

れた後、エージェントは、ActionTimeout 属性（スカラー - 整数）によって指定された秒数
を待機し、指定時間が経過したらエージェントは任意のポイントでハングアウトする可能
性があるため、アクションエントリの実行を終了します。ActionTimeout の値を無効にす
る場合は、リソースごとに設定できます。
デフォルトは 30 秒です。ActionTimeout 属性の値は内部的に MonitorInterval/2 の数
に制限されます。
ActionTimeout 属性が MonitorInterval/2 より大きい値に設定されていると、
ActionTimeout の代わりに MonitorInterval/2 が使用されます。ActionTimeout の値が
MonitorInterval/2 より小さい場合は、ActionTimeout の値が使用されます。
メモ: この値を拡張するには、VCSAgSetResEPTimeout（C/C++ エントリポイントの場
合）/VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT（スクリプトエントリポイントの場合）を使用しま
す。 MonitorInterval/2 よりも大きな値を設定すると、リソースの状態の調査のための次の
定期的な監視の遅延を引き起こすため、この API を使用するときは注意してください。
p.80 の 「VCSAgSetResEPTimeout」 を参照してください。
p.96 の 「VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT」 を参照してください。

AdvDbg
AdvDbg 属性は、予期せぬイベントが発生したときに、プロセススタック、プロセスツリー、
コアなどの高度な情報を VCS エージェントが取得するのに役立ちます。これは RCA に
有用で、予期せぬイベントをトラブルシューティングするための時間が節約されます。 予
期せぬイベントの現在の範囲は、エントリポイントのタイムアウトです。
これは KeyList 属性で、各キーはエントリポイントがタイムアウトしたときに実行される処理
を定義します。
p.168 の 「AdvDbg 属性を使ったデバッグ」 を参照してください。
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AdvDbg 属性の設定と個別のキーの形式
AdvDbg 属性はキーリスト属性であり、個々のキーの形式は次のとおりです。
<ep_name>:<event>:<action[,action...]>

上の構文で、各項目の意味は次のとおりです。
<ep_name>: リソースレベルエントリポイントの名前。 たとえば、monitor、offline、online、

clean など。
<event>: これは常に timeout として指定され、将来の使用のために予約されます。
<action>: エントリポイントのタイムアウトで取得する情報を指定します。 その値は、pstack
または core、あるいはその両方です。
次に例を示します。
■

monitor:timeout:pstack は、monitor エントリポイントのタイムアウト時に pstack

の情報を生成するようにエージェントフレームワークに指示します。
■

offline:timeout:pstack は、offline エントリポイントのタイムアウト時に pstack の

情報を生成するようにエージェントフレームワークに指示します。
■

clean:timeout:pstack,core は、clean のエントリポイントのタイムアウト時に pstack

情報とコアの両方を生成するようにエージェントフレームワークに指示します。
注意: AdvDbg 属性の現在の範囲は、リソースレベルのエントリポイントに限定されます。
これには、imf_init、imf_getnotification、shutdown エントリポイントを除くすべてのエン
トリポイントが含まれます。 この属性がどのように設定され、どれだけ多くのリソースがタイ
ムアウトするかによって、システムパフォーマンスに悪影響を及ぼすおそれがあります。
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monitor エントリポイントの AdvDbg 属性を設定するための推奨
される手順
次の手順を使って monitor エントリポイントの AdvDbg 属性を設定します。

1

monitor エントリポイントがタイムアウトするリソースを識別し、どの情報が有用である
かを分析します。
これはアクション（pstack か core または両方）の選択に役立ちます。

2

次のコマンドを実行します。
# hares -override <res_name> AdvDbg
# hares -modify <res_name> AdvDbg -add monitor:timeout:pstack

3

データが取得された後、次のようにしてアクションをクリアします。
# hares -modify <res_name> AdvDbg -delete monitor:timeout:pstack
# hares -undo_override <res_name> AdvDbg

AEPTimeout
AEPTimeout（エントリポイント追加タイムアウト）属性はブール属性です。 エントリポイン
トに渡される引数のリストに、特定のエントリポイントのタイムアウト値を追加するには、この
属性を true に設定します。
任意のエントリポイントが、実行中のエントリポイントからエントリポイントのタイムアウト属性
の値をフェッチする必要がある場合（たとえば monitor エントリポイントに MonitorTimeout、
action エントリポイントに ActionTimeout）、hatype/hares コマンドを実行する代わりに、
属性 AEPTimeout を 1 に設定する必要があります。そうすると、エージェントのエントリ
ポイントは AEPTimeout 引数内のそれぞれのエントリポイントのタイムアウト属性の値を
取得します。AEPTimeout を hatype/hares コマンドで使うメリットは、属性がリソースレ
ベルで強制変更された場合、AEPTimeout は自動的に強制変更後の値をフェッチする
ことです。
この機能は V50 より前のエージェントには適用されません。AEPTimeout 属性の値は無
効にできません。
p.47 の 「エントリポイントのタイムアウトについて」 を参照してください。

AgentClass
エージェントプロセスのスケジュールクラスを指定します。
デフォルト設定は TS です。AgentClass 属性値は無効にできません。
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AgentDirectory
エージェントバイナリとスクリプトがあるディレクトリのパスを入力します。エージェントは次
のディレクトリでバイナリとスクリプトを検索します。
■

AgentDirectory 属性で指定したディレクトリ

■

/opt/VRTSvcs/bin/type/

■

/opt/VRTSagents/ha/bin/type/

前のディレクトリがいずれも存在しない場合、エージェントは開始しません。この属性を
AgentFile 属性と組み合わせて使って、別の場所またはエージェントの別のバイナリを指
定します。

AgentFailedOn
エージェントが失敗したシステムを示すキーリスト属性。これは、ユーザー定義属性では
ありません。
デフォルトでは空のキーリストです。AgentFailedOn 属性値は無効にできません。

AgentFile
エージェントバイナリの名前とパスを入力します。この属性に値を指定しない場合、
AgentDirectory 属性で定義したパスにあるエージェントバイナリを VCS は使います。

AgentPriority
エージェントプロセスを実行するときの優先度を指定します。
デフォルトは 0 です。AgentPriority 属性値は無効にできません。

AgentReplyTimeout
AgentReplyTimeout で指定された秒数の間にエージェントからのメッセージを受信しな
い場合、HAD プロセスはそのエージェントを再起動します。
デフォルト値の 130 秒は、適切な値です。 クラスタ の状態が安定しているときに、HAD
が頻繁にエージェントを再起動する場合は、この値を大きくします。システムの負荷が大
きい場合や、リソース数が 400 を超える場合、エージェントとエンジンのハートビートが行
えない状況が発生します。 エージェントの現在の状態の表示については、コマンド
haagent -display に関する説明を参照してください。HAD プロセスはクラッシュした
エージェントも再起動します。
AgentReplyTimeout 属性値は無効にできません。
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AgentStartTimeout
AgentStartTimeout の値は、エージェントの起動後、再起動を試みるまでに、HAD が最
初のエージェントの「ハンドシェーク」を待つ時間を指定します。
デフォルトでは 60 秒です。 AgentStartTimeout 属性値は無効にできません。

AlertOnMonitorTimeouts
VCS がユーザーに SNMP 通知を送信するまでに、監視がタイムアウトして失敗する回
数を示します。MonitorTimeout 属性で指定された時間内に監視の試行が完了しない場
合、その監視は失敗と見なされます。
AlertOnMonitorTimeouts 属性で指定された値または複数の値の回数だけ監視に失敗
した場合、VCS はユーザーに SNMP 通知を送信します。この属性が値 N に設定され
た場合、最初の監視タイムアウト時に通知を送信した後、VCS は連続 N 回の監視タイム
アウト（最初の監視タイムアウトを含む）ごとに SNMP 通知も送信します。
監視タイムアウトの場合、AlertOnMonitorTimeouts 属性は FaultOnMonitorTimeouts
の属性と組み合わせて使うことにより、VCS の下で構成されるグループのリソースの動作
を制御できます。サービスグループのすべてのリソースに対して FaultOnMonitorTimeouts
を 0 に設定し、AlertOnMonitorTimeouts を何らかの値に設定すると、そのサービスグ
ループで設定されているリソースに対しては VCS はモニタタイムアウト時に何も処理を
実行せず、AlertOnMonitorTimeouts 属性で設定されている頻度での通知の送信だけ
を行います。
メモ: この属性は、Online リソースにのみ適用されます。リソースが offline の場合、monitor
エントリポイントがタイムアウトしたとしても、特別な処理は実行されません。
AlertOnMonitorTimeouts が 0 に設定される場合、VCS は最初の監視タイムアウトの場
合のみユーザーに SNMP 通知を送信します。監視が成功を戻すまで、VCS は以降の
監視タイムアウトでユーザーに通知をそれ以上送信しません。
デフォルトは 0 です。AlertOnMonitorTimeouts 属性値は無効にできます。

ArgList
属性の一覧では、属性値が、open、close、online、offline、monitor、info、action、clean、
imf_register および migrate エントリポイントにデータを引き渡す順に並んでいます。
デフォルトでは空のリストです。ArgList 属性値は無効にできません。
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ArgList 参照属性
参照属性は、別のリソースの属性を参照できます。 リソースの属性値が別のリソースの名
前である場合、最初のリソースの ArgList では、: 演算子を使用して 2 番目のリソースの
属性を参照できます。
たとえば、タイプ T1 があり、その ArgList が次のように構成されているとします。

{ Attr1, Attr2, Attr3:Attr_A }

ここで、Attr1、Attr2、Attr3 は、タイプ T1 の属性です。また、タイプ T1 のリソース res1T1
には、Attr3 の値に別のリソース res1T2 が指定されているとします。この場合、res1T1
のエントリポイントには、res1T1 の Attr1 と Attr2 の属性値、res1T2 の Attr_A の属性値
が渡されます。
Attr3:Attr_A を T1 の ArgList に追加する前に、まず属性 Attr3 をタイプ T1 に追加する
必要があります。その次に、リソース（res1T1）の Attr3 を、別のリソース（res1T2）を参照
するように修正する必要があります。また、Attr3 の値は、同じ時間の別のリソース（res2T1）
または別のタイプのリソース（res1T2）のいずれかにすることができます。

AttrChangedTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に attr_changed エントリポイントの実行が完了する
必要があり、完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。デフォルトでは 60 秒
です。AttrChangedTimeout 属性値は無効にできます。

CleanRetryLimit
clean 操作が成功する前に再試行することができる回数を定義します。 clean 操作が実
装されていて、ManageFaults 属性が ALL に設定されている場合のみ、このパラメータ
は有効です。CleanRetryLimit が 0 に設定される場合は、制限がありません。デフォルト
は 0 です。
この属性が 0 以外の値に設定されており、clean が指定した回数失敗すると、リソースが
ADMIN_WAIT 状態になります。CleanRetryLimit 属性値は無効にできます。

CleanTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に clean エントリポイントの実行が完了する必要があ
り、完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。
デフォルトでは 60 秒です。CleanTimeout 属性値は無効にできます。
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CloseTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に close エントリポイントの実行が完了する必要があ
り、完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。
デフォルトでは 60 秒です。CloseTimeout 属性値は無効にできます。

ContainerOpts
メモ: この属性は AIX と Solaris にのみ適用されます。
この属性はエージェントのエントリポイントの実行を制御するのに役立ち、エージェントの
エントリポイントに渡されたコンテナ情報を制御ことが可能になります。 ゾーン、wpar、プ
ロジェクトの一部として含めたいアプリケーションまたはリソースタイプごとに、次の値を
ContainerOpts 属性に割り当てる必要があります。
■

RunInContainer（RIC）
RunInContainer は、エージェントフレームワークがコンテナ内部のエージェントで、
スクリプトベースのエントリポイントをすべて実行する必要があるかどうかを定義します。
属性を 1 に設定した場合、すべてのスクリプトベースのエントリポイントが、対応するリ
ソース用に設定されたローカルコンテナ内部で分岐されます。属性を 0 に設定した
場合、リソースのサービスグループで ContainerInfo を設定した場合でも、そのリソー
スのエントリポイントスクリプトがグローバルコンテナで実行されます。

■

PassCInfo（PCI）
PassCInfo は、サービスグループの ContainerInfo の属性で定義されたコンテナ情
報を、エージェントのエントリポイントに渡すかどうかを指定します。 コンテナ情報をエ
ントリポイントに渡す場合は、値 1 を指定します。 コンテナ情報をエントリポイントに渡
さない場合は、値 0 を指定します。

メモ: コンテナサポートはバージョン V50 以降のエージェントでのみ利用可能です。

ConfInterval
インターバルを秒単位で指定します。リソースがこの属性値で指定されたインターバルの
間、継続的にオンライン状態であった（インターバル中のすべての monitor エントリポイ
ント実行で ONLINE と報告された）場合、それ以前にリソースに対して検出された障害や
再起動の試行は無視されます。この属性を ToleranceLimit とともに使用すると、monitor
エントリポイントが、FAULTED と判断する前に、リソースの状態を OFFLINE と数回報告
することができるようになります。monitor エントリポイントが、ToleranceLimit に設定され
た回数よりも多く OFFLINE を返した場合、リソースは FAULTED と判断されます。ただ
し、リソースが ConfInterval で指定された時間 Online であった場合、それより前に返さ
れた OFFLINE 回数である ToleranceLimit はクリアされます。
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エージェントフレームワークは、MonitorInterval（MI）、MonitorTimeout（MT）および
ToleranceLimit（TL）の値を使用して、ConfInterval に設定できる最小値を判断します。
このとき、エージェントフレームワークは、ConfInterval（CI）が次の関係で示される値より
も小さくならないようにします。
(MI + MT) * TL + MI + 10
ConfInterval の値としてこれより低い値が指定された場合、この値は無視されます。たと
えば、MI の値が 60、MT の値が 60、TL の値が 0 である場合、CI に 70 より低い値を指
定すると、エージェントフレームワークは指定された値を無視し、値を 70 に設定します。
ただし、70 より高い値であれば、CI に任意の値を指定し、設定することができます。
ConfInterval と RestartLimit を組み合わせて使用することで、エージェントがリソースの
再起動を繰り返すことを防止します。エージェントプロセスは、フェールオーバーを行う前
に、ConfInterval で指定したインターバルの間に、RestartLimit で設定した回数分同じ
システム上でリソースの再起動を試みます。ただし、リソースが ConfInterval で指定され
た時間オンラインを続けた場合、それより前に行われた再起動の試行回数は RestartLimit
にカウントされません。デフォルトでは 600 秒です。
ConfInterval 属性値は無効にできます。

EPClass
エントリポイントを実行する必要のあるスケジュールクラスを示します。Online を除くすべ
てのエントリポイントがこの属性の影響を受けます。
デフォルトは -1 です。この属性は使用されません。この属性をデフォルト値以外に設定
すると、古い AgentScript-Class 属性は無効になります。EPClass 属性値は無効にでき
ません。

EPPriority
エントリポイントを実行する必要のあるスケジュール優先度を示します。Online を除くす
べてのエントリポイントがこの属性の影響を受けます。
デフォルトは -1 です。この属性は使用されません。この属性をデフォルト値以外に設定
すると、古い AgentPriority 属性は無効になります。EPPriority 属性値は無効にできま
せん。

ExternalStateChange
VCS 制御の外部でこのタイプのリソースがオンラインまたはオフラインであることが検出
されたときに、グループに対してどのようなアクションを適用する必要があるかを指定しま
す。OnlineGroup が指定されていて、リソースがオンラインとして検出された場合には、
グループはオンラインになります。OfflineGroup が指定されていて、リソースが意図的に
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オフラインにされているとして検出された場合には、グループの依存関係を考慮した後に
オフラインになります。デフォルトはアクションなしです。

FaultOnMonitorTimeouts
リソースに障害が発生したと認識されるまでに、監視がタイムアウトして失敗する回数を示
します。MonitorTimeout 属性で指定された時間内に監視の試行が完了しない場合、そ
の監視は失敗と見なされます。
この属性で指定された回数の監視を失敗すると、clean エントリポイントが実行され、対
応するリソースを強制的にオフラインにします。その後、RestartLimit 属性の設定に応じ
て、リソースの状態を faulted とするか、再起動を実行します。
メモ: この属性は、Online リソースにのみ適用されます。リソースが offline の場合、monitor
エントリポイントがタイムアウトしたとしても、特別な処理は実行されません。
この属性に 0 を設定した場合、monitor エントリポイントがタイムアウトしてもリソースの障
害とは見なされません。
デフォルトは 4 です。FaultOnMonitorTimeouts 属性値は無効にできます。

FaultPropagation
VCS が、リソースに障害が発生した場合に親リソースにも障害を伝播してサービスグルー
プ全体をオフラインにするかどうか、またはグループをオフラインにしないがシステム障害
時にはグループのみをフェールオーバーするかどうかを指定します。
この属性値は、0 または 1 に設定できます。デフォルトは 0 です。
FaultPropagation が 1 に設定されている場合、サービスグループ内のリソースに障害が
発生したときに AutoFailover 属性が 1 に設定されていると、グループはフェールオー
バーします。FaultPropagation が 0 に設定されている場合、サービスグループ内のリ
ソースに障害が発生したときは、リソースの Critical 属性に設定された値に関係なく他の
リソースも親グループもオフライン化されません。VCS はグループレベルの同じ属性に優
先度を与えます。
FaultPropagation 属性値は無効にできます

FireDrill
「ファイアドリル」とは、セカンダリデータに対して何らかの処理を行うため、または、プライ
マリシステムに障害が発生した場合にアプリケーションをセカンダリシステムでオンライン
化できるかどうかを確認するために、セカンダリまたはスタンバイシステム上のデータベー
スやアプリケーションを起動するプロセスです。FireDrill 属性は、リソースタイプでファイ
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アドリルを有効にするかどうかを指定します。FireDrill 属性の値を 1 に設定すると、ファイ
アドリルが有効にされます。値を 0 に設定すると、ファイアドリルが無効にされます。
デフォルトは 0 です。FireDrill 属性は無効にできません。
ファイアドリルの設定と実装方法について詳しくは『管理者ガイド』を参照してください。

IMF
IMF を認識しているエージェントがインテリジェントなリソース監視を実行する必要がある
かどうかを判断します。これは Mode、MonitorFreq、RegisterRetryLimit の 3 つのキー
を持つ association 属性です。
■

モードは、IMF 監視を実行するエントリポイントの状態を定義します。 モードの値は
0、1、2、3 のいずれかです。
モードの値 説明
0

IMF 監視なし

1

オフライン IMF 監視

2

オンライン IMF 監視

3

オフライン IMF 監視とオンライン IMF 監視

■

MonitorFreq 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。

■

RegisterRetryLimit は、エージェントがリソースの登録を試行する最大数を定義しま
す。

IMF 属性値は無効にできます。
メモ: カスタムエージェントを IMF 対応にするには、IMF 属性を設定に追加する必要があ
ります。
p.160 の 「設定への IMF および IMFRegList 属性の追加」 を参照してください。

IMFRegList
属性の順序付きリストです。IMFRegList 属性または IMFRegList で定義されているいず
れかの属性が変更されると、登録されているリソースが IMF から登録解除されます。
IMFRegList が未定義の場合、ArgList 属性または ArgList に定義されたいずれかの属
性が変更されると、リソースが IMF から登録解除されます。
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メモ: カスタムエージェントの IMF サポートをユーザーが追加する場合で、IMF でのリソー
ス登録に使用される属性数が ArgList の属性数より少ない場合は、IMFRegList の属性
の値を定義することをお勧めします。このようにして、IMFResList にない属性のうちのい
ずれかが変更された場合、IMF からリソースが登録解除されないようにします。

InfoInterval
特定のリソースに対する info エントリポイントの呼び出し間隔（秒）を指定します。
InfoInterval 属性のデフォルト値は 0 です。この場合、エージェントフレームワークでは、
info エントリポイントは定期的に呼び出されません。ただし、hares -refreshinfo コ
マンドを使って、ユーザーはコマンドラインからエントリポイントを呼び出せます。
次に例を示します。
hares -refreshinfo <res> [-sys <system>] [-clus <cluster> | -localclus]

InfoInterval 属性値は無効にできます。
p.31 の 「info エントリポイントについて」 を参照してください。

InfoTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に info エントリポイントの実行が完了する必要があり、
完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。
デフォルトは 30 秒です。InfoTimeout 属性値は内部的に MonitorInterval / 2 の数に制
限されます。InfoTimeout 属性値は無効にできます。
この値を拡張するには、VCSAgSetResEPTimeout（C/C++ エントリポイントの場
合）/VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT（スクリプトエントリポイントの場合）を使用しま
す。
メモ: この値を拡張するには、VCSAgSetResEPTimeout（C/C++ エントリポイントの場
合）/VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT（スクリプトエントリポイントの場合）を使用しま
す。 MonitorInterval/2 よりも大きな値を設定すると、リソースの状態の調査のための次の
定期的な監視の遅延を引き起こすため、この API を使用するときは注意してください。
p.80 の 「VCSAgSetResEPTimeout」 を参照してください。
p.96 の 「VCSAG_SET_RES_EP_TIMEOUT」 を参照してください。

IntentionalOffline
VCS の制御外で故意に停止された設定済みアプリケーションに対して VCS がどのよう
に反応するかを定義します。
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VCS 制御外での意図的なオフラインの検出をサポートするエージェントにこの属性を追
加します。
意図的オフライン機能は、V51 以降で登録されたエージェントで利用できます。ユーザー
は、V51 以降として登録される任意のスクリプトエージェントを使うことができます。
値 0 は、サポート対象のリソースが VCS 制御外でオフラインにされたとき、障害を登録
してサービスグループのフェールオーバーを開始することを示します。この属性のデフォ
ルト値は 0 です。
値 1 は、対応するアプリケーションが VCS の制御外で停止されたとき、VCS がリソース
を障害状態にする代わりに、オフラインにすることを示します。この属性はアプリケーショ
ン障害時の VCS の動作には影響しません。対応する管理下のアプリケーションが失敗
した場合、VCS はリソースを障害にし続けます。
p.16 の 「on-off、on-only、persistent リソースについて」 を参照してください。

LevelTwoMonitorFreq
エージェントフレームワークが詳しい監視を開始する監視サイクルの数。たとえば、この属
性を 5 に設定すると、エージェントフレームワークは 5 監視サイクルごとに詳細監視を開
始します。
LevelTwoMonitorFreq 属性はリソースレベルで強制変更できます。
monitor エントリポイントは、VCSAgGetMonitorLevel（C/C++ ベースのエントリポイント
の場合）または VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL（スクリプトベースのエントリポイント
の場合）を使用して詳細監視を実行する必要があるかどうかを確認できます。
p.94 の 「VCSAG_GET_MONITOR_LEVEL」 を参照してください。
p.67 の 「VCSAgGetMonitorLevel」 を参照してください。

LogDbg
LogDbg 属性は、リソースタイプまたはエージェントフレームワークに対して有効なデバッ
グ重大度を示します。
エージェント機能によって使われるデバッグ重大度は DBG_1-DBG_21 の範囲です。デ
フォルトでは、LogDbg は空のリストです。つまり、リソースタイプに関するデバッグメッセー
ジは記録されません。ユーザーはリソースタイプを指定してこの属性を修正し、有効化す
るデバッグ重要度を指定できます。この重要度により、デバッグメッセージがログファイル
に出力されます。エージェントのデバッグレベルについて詳しくは、『Symantec Cluster
Server Bundled Agents リファレンスガイド』を参照してください。
LogDbg 属性はリソースのレベルで強制変更できます。
エージェントフレームワークからのデバッグメッセージは次の重大度とともにログに記録さ
れます。
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■

DBG_AGDEBUG: ほとんどのデバッグログを有効にします。

■

DBG_AGINFO: 特定のエントリポイントの実行と関連しているデバッグメッセージを有
効にします。

■

DBG_AGTRACE: 関数のトレースを出力する詳細なデバッグログを有効にします。

p.166 の 「デバッグメッセージの使用」 を参照してください。
エージェントのエントリポイントからのデバッグメッセージをログに記録するために利用可
能な API についての詳細情報が利用可能です。
p.114 の 「エージェントメッセージのログについて」 を参照してください。
これらの API では、記録されるメッセージとともに、デバッグ重要度がパラメータとして要
求されます。メッセージに対してさまざまなデバッグ重要度を選択すると、エージェントに
対してさまざまなログレベルを指定できます。LogDbg 属性で特定の重要度を有効にす
ると、エージェントエントリポイントでは対応するメッセージが記録されます。

LogFileSize
エージェントログファイルのサイズを設定します。値は、バイト単位で指定する必要があり
ます。最小値は 65536 バイト（64 KB）です。最大値は 134217728 バイト（128 MB）で
す。デフォルトは 33554432 バイト（32 MB）です。次に例を示します。

hatype -modify FileOnOff LogFileSize 2097152

指定された値が、最小値よりも小さい場合は、65536 バイトに変更されます。指定された
値が、最大値よりも大きい場合は、134217728 バイトに変更されます。したがって、有効
な範囲外の値を設定して、次のコマンドを実行した場合、

hatype -display restype -attribute LogFileSize

表示される値は、-modify オプションで設定した値ではなく、有効な範囲内の値に修正
された値です。LogFileSize 属性値は無効にできません。

ManageFaults
サービスグループレベルの属性。 ManageFaults は、リソースに対しての clean エントリ
ポイントを呼び出すことにより、サービスグループ内のリソース障害を管理するかどうかを
指定します。この属性値は、ALL または NONE に設定できます。デフォルトは ALL で
す。
NONE に設定すると、VCS はグループ内のリソースに対して clean エントリポイントを呼
び出しません。リソースの障害を解消するには、ユーザーの介入が必要です。
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ManageFaults を NONE に設定した場合、次のいずれかのイベントが生じると、リソース
は ADMIN_WAIT 状態になります。
1.

offline エントリポイントが無効でした。リソースの状態は、ONLINE|ADMIN_WAIT

です。
2.

offline エントリポイントが、期待時間内に完了しませんでした。リソースの状態は、

ONLINE|ADMIN_WAIT です。
3.

online エントリポイントが、期待時間内に完了しませんでした。リソースの状態は、

OFFLINE|ADMIN_WAIT です。
4.

online エントリポイントが無効でした。 リソースの状態は、OFFLINE|ADMIN_WAIT

です。
5.

予期せぬ原因でリソースがオフライン化されました。リソースの状態は、
OFFLINE|ADMIN_WAIT です。

6.

オンラインリソースについて、monitor エントリポイントが繰り返し失敗し、想定された
時間内に完了しませんでした。 リソースの状態は、ONLINE| MONITOR_
TIMEDOUT|ADMIN_WAIT です。FaultOnMonitorTimeouts 属性で設定される値
は、連続した監視エラーの回数を示し、この回数の後に、リソースは ONLINE|
MONITOR_ TIMEDOUT|ADMIN_WAIT 状態に移行します。

MonitorInterval
ONLINE リソース、または、状態遷移中のリソースに対して実行される monitor エントリポ
イントの実行間隔（秒）。
デフォルトでは 60 秒です。MonitorInterval 属性値は無効にできます。

MonitorStatsParam
MonitorStatsParam は、監視時間統計を計算するために必要なパラメータ値を格納す
る、タイプレベルの属性です。次に例を示します。

static str MonitorStatsParam = { Frequency = 10, ExpectedValue =
3000, ValueThreshold = 100, AvgThreshold = 40 }
■

Frequency: 監視サイクルの平均時間を計算して HAD に送信するまでの監視サイク
ルの数を定義します。このキーには、1 から 30 までの値を指定できます。値の 0（ゼ
ロ）は、平均監視時間を計算する必要がないことを示します。これはこのキーのデフォ
ルト値です。

■

ExpectedValue: このタイプのすべてのリソースに対して予測される監視時間（ミリ秒）。
デフォルトは 100 です。
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■

ValueThreshold: 期待監視サイクル時間（ExpectedValue）と実際の監視サイクル時
間との許容差（%）。デフォルトは 100 です。

■

AvgThreshold: 監視サイクル時間の基準平均と移動平均の間の許容差（%）。デフォ
ルトは 40 です。

MonitorStatsParam 属性値は無効にできます。
詳しくは次のとおりです。
『管理者ガイド』を参照してください。

MonitorTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に monitor エントリポイントの実行が完了する必要
があり、完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。デフォルトでは 60 秒です。
MonitorTimeout 属性値は無効にできます。
MonitorStatsParam 属性を使用すると、適切な MonitorTimeout 属性値を容易に決定
できます。

MigrateTimeout
migrate プロシージャは、最大時間（秒数）内に完了する必要があり、完了しない場合は
終了します。
デフォルト値は 600 秒です。MigrateTimeout 属性は上書きできます。

MigrateWaitLimit
移行手順が完了した後に、リソースの移行を待機するための監視間隔数。移行操作では
ソースノードでのリソースのオフライン化とターゲットノードでのリソースのオンライン化を行
うため、MigrateWaitLimit はソースとターゲットの両方のノードに適用可能です。移行手
順の完了後にリソースがソースでオフライン化されるまで、そしてその後にターゲットでオ
ンライン化されるまでの監視間隔数として MigrateWaitLimit を定義することもできます。
デフォルト値は 2 です。MigrateWaitLimit 属性は上書き可能です。
手動で起動されるプローブは、MigrateWaitLimit が設定されていて、リソースが移行す
るのを待っている間に数えられます。たとえば、リソースの MigrateWaitLimit が 5 に設定
され、MonitorInterval が 60（秒）に設定されている場合、リソースは最大で 5 監視間隔
（5 × 60）だけ待機し、MigrateWaitLimit 内の 5 回の監視すべてでリソースをソースノー
ドでオンラインとして報告した場合、ADMIN_WAIT フラグを設定します。別のプローブを
実行した場合、リソースは 4 監視間隔（4 × 60）だけ待機し、4 回目の監視で状態をソー
スでオフラインと報告しない場合、ADMIN_WAIT フラグを設定します。残りの監視間隔
（3x60、2x60、1x60）に対してこの処理が繰り返されます。同様に、リソースが
MigrateWaitLimit 内でオンライン状態に移行しない場合、ADMIN_WAIT フラグを設定
します。
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NumThreads
NumThreads は、エージェントが作成できるサービススレッドの最大数を指定します。
サービススレッドは、エージェント内のスレッドで、リソースコマンドを提供します。
NumThreads では、他の内部使用が目的のスレッドの数は制御されません。
エージェントは、エージェントが管理する必要のあるリソース数に応じて、サービススレッ
ドを動的に作成します。新しいリソースが追加されると、リソース数が NumThreads の値
に達するまで、エージェントは追加のサービススレッドを作成します。また、リソースの削
除によりリソース数が NumThreads 値以下になった場合、エージェントは対応してサー
ビススレッドを削除します。 VCS HAD プロセスは、設定の中で少なくとも 1 つのリソース
が指定されているタイプに対してのみエージェントを起動するため、エージェントには必
ず 1 つ以上のサービススレッドがあります。したがって、NumThreads に 1 を設定する
と、より多くのリソースが追加されても新しいサービススレッドは作成されません。
エントリポイントに同期用のロックメカニズムがある場合、NumThreads 属性を比較的小
さい値（たとえば 2 から 5 程度）に設定します。
NumThreads に設定できる最大値は 30 です。NumThreads を 30 よりも大きくする必
要がある場合は、シマンテック社のサポートにお問い合わせください。
デフォルトは 10 です。NumThreads 属性は無効にできません。

OfflineMonitorInterval
状態が OFFLINE のリソースに対する monitor エントリポイントを実行する間隔を秒数で
定義します。0 に設定した場合、OFFLINE 状態のリソースは監視されません。
デフォルトでは 300 秒です。OfflineMonitorInterval 属性値は無効にできます。

OfflineTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に offline エントリポイントの実行が完了する必要
があり、完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。
デフォルトでは 300 秒です。OfflineTimeout 属性値は無効にできます。

OfflineWaitLimit
このパラメータで指定した回数分の monitor エントリポイントの実行間隔分、つまり実行
間隔とこのパラメータの数字を掛けた時間分だけ、リソースのオフラインプロシージャが完
了した後、リソースがオフライン状態となるまで待機します。
手動で起動されるプローブは、OfflineWaitLimit が設定されていて、リソースがオフライ
ンになるのを待っている間に数えられます。たとえばリソースの OfflineWaitLimit が 5 に
設定され、MonitorInterval が 60 に設定されるとします。リソースは最大 5 回の監視間
隔（60 かける 5）を待機します。OfflineWaitLimit 内の 5 つの監視すべてでリソースがオ
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フラインであると報告されると、リソースは clean エージェント機能を呼び出します。ユー
ザーがプローブを起動させると、リソースは 4 つの監視間隔（60 かける 4）を待機します。
4 回目の監視で状態がオフラインであると報告されなければ、リソースは clean エージェ
ント機能を呼び出します。ユーザーが別のプローブを起動させると、監視サイクルがさら
に 1 回消費され、リソースは 3 つの監視間隔（60 かける 3）を待機します。3 回目の監視
で状態がオフラインであると報告されなければ、リソースは clean エージェント機能を呼
び出します。
デフォルトは 0 です。

OnlineClass
Online エントリポイントを実行する必要のあるスケジュールクラスを示します。Online エン
トリポイントのみがこの属性の影響を受けます。
デフォルトは -1 です。この属性は使用されません。この属性をデフォルト値以外に設定
すると、古い AgentClass 属性は無効になります。OnlineClass 属性値は無効にできま
せん。

OnlinePriority
Online エントリポイントを実行する必要のあるスケジュール優先度を示します。Online エ
ントリポイントのみがこの属性の影響を受けます。
デフォルトは -1 です。この属性は使用されません。この属性をデフォルト値以外に設定
すると、古い AgentPriority 属性は無効になります。OnlinePriority 属性値は無効にでき
ません。

OnlineRetryLimit
リソースのオンライン操作に成功しなかった場合に、online を再試行する回数。この属
性は clean が実装されている場合のみ有効です。
デフォルトは 0 です。OnlineRetryLimit 属性値は無効にできます。

OnlineTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に online エントリポイントの実行が完了する必要が
あり、完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。
デフォルトでは 300 秒です。OnlineTimeout 属性値は無効にできます。
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OnlineWaitLimit
このパラメータで指定した回数分の monitor エントリポイントの実行間隔分、つまり実行
間隔とこのパラメータの数字を掛けた時間分だけ、リソースのオンラインプロシージャが完
了した後、オンライン化の試行が無効であると宣言されるまで待機します。
この属性は、clean エントリポイントが実装されている場合にのみ有効です。
clean が実装されている場合、このパラメータで定義しているポーリング間隔の限度数を

超えたときに、online プロシージャが無効であったと判断し、エージェントは clean を実
行します。エージェントは、OnlineRetryLimit に達したかどうかに応じて、online の試行
が失敗したことを HAD に通知するか、online プロシージャを再試行します。
clean が実装されていない場合、エージェントは、リソースがオンライン状態となるまで定

期的に monitor の実行を継続します。
ユーザーが起動するそれぞれのプローブコマンドが 1 つの監視間隔であるとみなされま
す。たとえばリソースの OnlineWaitLimit が 5 に設定されるとします。これは、5 回の監
視間隔後にリソースが障害状態になるということを意味します。ユーザーがプローブを起
動すると、4 回目の監視で状態がオンラインであると報告されなければ、4 つの監視サイ
クルの後でリソースに障害が発生します。ユーザーがもう一度プローブを起動すると、監
視サイクルがさらに 1 回消費され、3 回目の監視で状態がオンラインであると報告されな
ければ、リソースに障害が発生します。
デフォルトは 2 です。OnlineWaitLimit 属性値は無効にできます。

OpenTimeout
このパラメータで指定した秒数の間に open エントリポイントの実行が完了する必要があ
り、完了しない場合はエントリポイントを強制終了します。OpenTimeout 属性値は無効に
できます。

Operations
このタイプのリソースに対する有効な操作を指定します。値は、OnOff（オンライン、オフラ
インともに可）、OnOnly（オンラインのみ）、None（オンライン、オフラインともに不可だが
監視は可）のいずれかです。
デフォルトは OnOff です。 Operations 属性値は無効にできません。

RegList
RegList はタイプレベルのキーリスト属性で、特定のリソースレベル属性のリストを格納（登
録）するときに使用します。エージェントは、RegList に登録されている属性の値が変更
されると、リソースの attr_changed エントリポイントを呼び出します。重要な属性の値が
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変更されたときに attr_changed エントリポイントから特定のアクションを実行する必要が
ある場合、RegList 属性を使うと便利です。
デフォルトでは、RegList 属性はリソースタイプ定義に含まれていませんが、次の 2 つの
方法のいずれかを使用して追加できます。
RegList 属性を FileOnOff リソースタイプ定義に追加し、その値を PathName として定義
するとします。それ以降、FileOnOff リソースの PathName 属性の値が変更されると、
attr_changed エントリポイントが呼び出されます。
■

1 つ目の方法は、VCS が動作していないときに、タイプ定義ファイル（types.cf な
ど）を変更して RegList 属性を追加します。リソースタイプの定義に次のような行を追
加します。

static keylist RegList = { attribute1_name,
attribute2_name,...}

たとえば、FileOnOff リソースのタイプ定義で、登録する属性の名前が PathName の
場合は、タイプ定義を次のように変更します。

.
.
.
type FileOnOff (
str PathName
static keylist RegList = { PathName }
static str ArgList[] = { PathName }
)
.
.
■

2 つ目の方法では、VCS が動作しているときに、haattr コマンドを使用してリソース
タイプ定義に RegList 属性を追加した後、hatype コマンドを使用して、このタイプの
RegList 属性の値を変更します。コマンドの指定方法は次のとおりです。

haattr -add -static resource_type RegList -keylist
■

値を設定するには
# hatype -modify resource_type RegList attribute_name1
attribute_name2

■

新しいキーを追加するには
# hatype -modify resource_type RegList -add attribute_name3
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次に例を示します。
■

# haattr -add -static FileOnOff RegList -keylist

■

# hatype -modify FileOnOff RegList PathName

■

# hatype -modify FileOnOff RegList -add PathName

RegList 属性値は無効にできません。

RestartLimit
このパラメータは、エージェントがリソース障害にどのように応答するかに影響します。
RestartLimit に 0 以外の値が設定されている場合、リソースに障害が発生すると、すぐ
に別のシステムにサービスグループをフェールオーバーさせるのではなく、障害が発生
したリソースの online エントリポイントを実行します。 エージェントプロセスは、フェール
オーバーの試行を行う前に、RestartLimit で設定された数値に従ってリソースの再起動
を試みます。ただし、リソースが ConfInterval で指定された時間オンラインを続けた場
合、それより前に行われた再起動の試行回数は RestartLimit にカウントされません。
メモ: エージェントは、clean エントリポイントが実装されていない場合は、障害が発生し
たリソースを再起動しません。したがって、RestartLimit 属性の値は、clean エントリポイ
ントが実装されている場合にのみ適用されます。
デフォルトは 0 です。RestartLimit 属性値は無効にできます。
p.198 の 「ToleranceLimit」 を参照してください。

ScriptClass
エージェントによって作成されたスクリプトプロセス（online など）のスケジュールクラスを
指定します。この属性は無効化可能な静的属性ではありません。
デフォルト設定は TS です。

ScriptPriority
エージェントによって作成されたスクリプトプロセスの優先度を指定します。この属性は無
効化可能な静的属性ではありません。
デフォルトは 0 です。

SourceFile
設定が読み込まれたファイル。この属性は無効化可能な静的属性ではありません。
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SupportedActions
SupportedActions（文字列 - キーリスト）属性は、エージェントの開発者によって定義さ
れているアクションを含め、エージェントに定義されているすべての有効アクションを一覧
表示します。HAD プロセスは、hares -action resource action_token コマンドに
指定されている action_token 値と SupportedActions 属性を照合します。たとえば、
action_token が SupportedActions にない場合、HAD はコマンドの実行を許可しませ
ん。エージェント開発者が、リソースタイプ定義で SupportedActions 属性を初期化し、
action エントリポイントのコードまたはスクリプトに追加される各新規アクションの定義を
更新します。この属性は、コマンドラインユーザーまたはグラフィカルユーザーインター
フェースのリファレンスとして機能します。
p.30 の 「action エントリポイントについて」 を参照してください。
VCS ResourceTypeTypes.cf ファイルのリソースタイプの定義の例は、次のとおりです。

Type DBResource (
static str ArgList[] = { Sid, Owner, Home, User, Pwork,
StartOpt, ShutOpt }
static keylist SupportedActions = { VRTS_GetRunningServices,
DBRestrict, DBUndoRestrict, DBSuspend, DBResume }
str Sid
str Owner
str Home
str User
str Pword
str StartOpt
str ShutOpt
)

上記の SupportedActions 属性定義では、VRTS_GetRunningServices は Veritas に
事前に定義されているアクションで、それに続くアクションは開発者によって定義されて
います。SupportedActions 属性値は無効にできません。

SupportedOperations
エージェントによって実行可能な操作を示します。 移行だけがサポートされるため、値は
「migrate」に設定されます。属性値は移行をサポートするエージェントのみによって設定
される必要があります。
この属性は無効化可能な静的属性ではありません。
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ToleranceLimit
この属性に 0 以外の数値を指定した場合、リソースの monitor エントリポイントが、一度
OFFLINE を返しただけでは、ONLINE リソースは FAULTED と判断されません。 monitor
エントリポイントが、ToleranceLimit で設定された回数よりも多く OFFLINE を返した場合
に、リソースは FAULTED と判断されます。 ただし、リソースが ConfInterval で指定され
た時間 Online であった場合、それより前に返された OFFLINE 回数である ToleranceLimit
はクリアされます。デフォルトは 0 です。ToleranceLimit 属性値は無効にできます。
ユーザーが起動するそれぞれのプローブコマンドが 1 つの監視であるとみなされます。
たとえばリソースの ToleranceLimit が 5 に設定されるとします。これは、5 回の監視間隔
後にリソースが障害状態になることを意味します。ユーザーが別のプローブを起動した場
合、リソースが ONLINE として報告されなければ、4 回の監視サイクルの後でリソースに
障害が発生します。この処理は 5 回の監視サイクルごとに繰り返されます。
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10
状態の遷移図
この章では以下の項目について説明しています。
■

状態遷移

■

ManageFaults 属性に関する状態の遷移

状態遷移
ここでは、次の状態の遷移を説明します。
■

リソースのオープン

■

安定状態のリソース

■

リソースのオンライン化

■

リソースのオフライン化

■

リソース障害（自動再起動なし）

■

リソース障害（自動再起動あり）

■

永続的なリソースの監視

■

リソースのクローズ

■

リソースの移行

また、状態の遷移は、ManageFaults サービスグループ属性に関するリソースの処理に
ついて示しています。
p.212 の 「ManageFaults 属性に関する状態の遷移」 を参照してください。
これらの図で示す状態は、エージェントフレームワークが判断するリソースの状態を示し
ています。これらの状態は、エージェントフレームワーク内でのみ使用され、エンジンに
よって指定される IState リソース属性値とは別の値です。
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エージェントは、静的リソースタイプ属性である LogDbg パラメータが値 DBG_AGINFO に
設定されている場合に、リソースの状態の遷移情報をエージェントログファイルに書き込
みます。エージェント開発者は、エージェントのデバッグ時にこの情報を利用できます。
リソースのオープン

図 10-1

タイムアウトまたは
完了 / Periodic
Monitoring（定期的な
監視）を開始

Probing

Opening

enabled=1

monitor

タイムアウトま
たは unknown

Monitoring

Detached

Online

Online 状態

Offline 状態

Offline

エージェントが起動したとき、各リソースの初期状態は、Detached です。Detached 状態
（Enabled=0）では、エージェントはリソースをオンライン状態またはオフライン状態にする
すべてのコマンドを拒否します。
図 10-2

安定状態のリソース

Monitor
Monitoring
（Offline）

Offline
Offline 状態

Online 状態
Monitor
Monitoring
（Online）

Online
Online 状態

リソースが安定した Online 状態または Offline 状態にある場合、これらのリソースには定
期的な間隔で monitor エントリポイントが実行されます。この間隔は、Online 状態のリソー
スの場合は MonitorInterval 属性に、Offline 状態のリソースの場合は
OfflineMonitorInterval 属性に従います。予期せず Offline として検出された Online
リソースは、障害が発生したと見なされます。障害が発生しているリソースを説明している
図を参照してください。
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リソースのオンライン化: ManageFaults=ALL

図 10-3

完了/PM
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たか?
clean

成功

Offline

monitor

timed out
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いいえ/ORC
をインクリ
メント

Going Online
Waiting

がタイムアウト
または失敗/PM
を開始

Cleaning
online 状態

IO 状態

Monitoring

いいえ/PM
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をインクリ
メント

CRL
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いいえ/PM
を停止、OWC
をリセット、CC
をインクリメント

はい/PM
を開始し、ORC
をリセットし、障害の
マークを付ける

OWL – Online Wait Limit（オンライン待機制限）
OWC – Online Wait
Count（オンライン待機カウント）
PM – Periodic Monitoring（定期的な監視）

Online

offline または
unknown
状態またはタ
イムアウト

OWL
に到達し
たか?

いいえ/OWC
をインクリ
はい/OWC メント

をリセット

ORL
に到達し
たか?
はい

Offline
状態か?

いいえ

ORL – Online Retry
Limit（オンライン再試行制限）
ORC – Online Retry
Count（オンライン再試行カウント）
CRL – Clean Retry
Limit（クリーン再試行制限）
CC – Clean Count（クリーンカウント）

エージェントがエンジンからリソースのオンライン化要求を受信すると、リソースが Going
Online 状態になり、オンラインエントリポイントが呼び出されます。
online エントリポイントが完了した場合は、リソースが Going Online Waiting 状態になり、
次の monitor エントリポイントの実行を待ちます。
online エントリポイントがタイムアウトになると、エージェントは clean エントリポイントを呼
び出します。
GoingOnlineWaiting 状態の監視が online の状態を返した場合、リソースは Online 状
態に移行します。
GoingOnlineWaiting 状態の監視が Intentional Offline の状態を返した場合、リソース
は Offline 状態に移行します。
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しかし、monitor がタイムアウトになるか、「Online 以外」の状態（すなわち、unknown ま
たは offline）を返した場合は、次のアクションを検討します。
■

OnlineWaitLimit に到達していない場合は、リソースが GoingOnlineWaiting に戻
り、次の監視のため待機します。

■

OnlineWaitLimit および OnlineRetryLimit に到達し、状態が unknown のままの場
合は、リソースが GoingOnlineWaiting に戻り、次の監視のため待機します。

■

OnlineWaitLimit および OnlineRetryLimit に到達し、状態が offline のままの場合、
リソースは Offline 状態に戻り、そのリソースは faulted としてマーク付けされます。

■

OnlineWaitLimit に到達し、OnlineRetryLimit に到達せず、CleanRetryLimit に到
達していない場合は clean が実行されます。

■

OnlineWaitLimit および CleanRetryLimit に到達し、OnlineRetryLimit に到達しな
い場合は、リソースが GoingOnlineWaiting になり、ADMIN_WAIT とマーク付けされ
ます。

■

CleanRetryLimit に到達せず、エージェントが clean を呼び出すと、次の内容が発
生します。
■

clean 回数がタイムアウトになるか失敗した場合は、リソースが再び Going Online
Waiting 状態に戻り、次の monitor エントリポイント実行まで待機します。

■

clean が正常に終了して OnlineRetryLimit に到達し、その後の監視で状態が
offline と返された場合、リソースは Offline 状態に遷移し、FAULTED として設定
されます。
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リソースのオフライン化と ManageFault = ALL

図 10-4

Online
offline/PM を停止

Going Offline

はい
Offline
タイムアウ
ト

いいえ/CC
をインクリメント、
PM を停止

Cleaning
clean がタイムアウトまたは完了/
PM を開始 clean
が正常終了した場合は OFWC
をリセット

いいえ/PM
を開始

Going Offline
Waiting

ユーザーが操作を
開始した場合は
clearadminwait
または
ADMIN_WAIT
が設定されている
場合は clearadminwait fault/ADMIN_WAIT
を設定

monitor

Monitoring

offline または IO
状態

状態が unknown または
online、あるいは monitor
がタイムアウト

いいえ/
OFWC
をインクリ
メント

OWL
に到達し
たか?

CC Clean Count（クリーンカウント）
CRL Clean Retry Limit（クリーン再試行制限）
OFWL Offline Wait Limit（オフライン待機制限）
OFWC Offline Wait
Count（オフライン待機カウント）
PM Periodic Monitoring（定期的な監視）
IO Intentional Offline（意図的なオフライン）

はい/OFWC
をリセット

Offline

はい/
UNABLE_TO_OFFLI
NE フラグを設定

Clean
は呼び出さ
れたか?

いいえ

CRL
に到達した
か?

はい/ADMIN_WAIT を設定

エンジンからリソースの offline 化要求を受け取ると、エージェントはリソースを GoingOffline
状態にし、offline エントリポイントを実行し、定期監視を停止します。
offline が完了した場合、リソースは GoingOffline Waiting 状態になり、エージェントがリ
ソースの定期監視を開始してリソースの monitor コマンドを挿入します。offline がタイム
アウトすると、リソースに対し clean エントリポイントが呼び出されます。clean がタイムアウ
トまたは完了し、clean が正常に行われてリソースが Going Offline Waiting 状態に移行
した場合、clean は定期監視を開始して Offline Wait カウントがリセットされます。
Going Offline Waiting 状態の監視が offline または intentional offline を返した場合、
リソースは offline 状態に移行します。
GoingOffline Waiting 状態の監視が unknown または online を返した場合や、監視が
タイムアウトした場合、次のようになります。
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■

OfflineWait Limit に到達しない場合、リソースは GoingOffline Waiting 状態に移行
します。

■

Offline Wait Limit に到達し、先にマウント解除されたリソースが呼び出されると、その
リソースは UNABLE_TO_OFFLINE とマーク付けされます。

■

CleantRetryLimit に到達しない場合、clean が呼び出されます。

■

CleantRetryLimit に到達した場合、リソースは ADMIN_WAIT 状態としてマーク付けさ
れ、そのリソースは GoingOffline Waiting 状態に移行します。

■

ユーザーが「-clearadminwait」操作を開始した場合、ADMIN_WAIT フラグがリセットさ
れます。ユーザーが「-clearaminwait -fault」操作を開始した場合、エージェントで
ADMIN_WAIT フラグがリセットされます。
RestartLimit に到達し ManageFaults = ALL の場合のリソース障害

図 10-5

clean がタイムアウトまたは失敗/PM を開始
はい/
ADMIN_WAIT
を設定

いいえ/CC を
インクリメント、
PM を停止

CRL
に到達し
たか?

はい
TL
に到達し
たか?
いいえ/TC
をインクリ
メント
いいえ/CMTC
をインクリメント

はい

Cleaning

FOMT
に到達した

timed out

clean
が正常終
了/PM
を開始

online 状態の
monitor が
offline
状態を返す

monitor

clean
が正常終了し、Going
Offline Waiting の
monitor が online を返す

monitor

Monitoring

Online
Going Offline Waiting の
monitor が offline または
IO 状態を返す
ユーザーが操作を開始
した場合は clearadminwait または
ADMIN_WAIT
が設定されている場合
は -clearadminwait fault/ADMIN_WAIT
をリセット

Offline

Going Offline
Waiting

clean が正常終了し、monitor
がタイムアウトになるかまた
は unknown を返す
FOMT- Fault On Monitor Timeout（monitor
タイムアウト時のエラー）
CMTC Consecutive Monitor Timeout
Count（連続 monitor タイムアウトカウント）
TL Tolerance Limit（許容値制限）
PM -Periodic Monitoring（定期的な監視）
IO- Intentional Offline（意図的なオフライン）
TLC Tolerance Limit
Count（許容値制限カウント）
CRL Clean Retry
Limit（クリーン再試行制限）
CC- Clean Count（クリーンカウント）
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この図では、リソースに障害が発生し、RestartLimit に到達した場合に発生する動作
を説明しています。 monitor エントリポイントが継続的にタイムアウトになり
FaultOnMonitorTimeout に到達するか、monitor が offline を返して ToleranceLimit
に到達した場合。
clean の再試行制限に達し、リソースに ADMIN_WAIT フラグが設定され、そのリソースが
online 状態に移行した場合。再試行制限に達していない場合、エージェントが clean エ
ントリポイントを呼び出します。
clean が失敗するかタイムアウトになった場合、エージェントは、障害が発生していないか
のようにリソースを online 状態に設定し、定期監視を開始します。clean が正常に終了
した場合は、リソースが Going Offline Waiting 状態になり定期監視が開始され、エー
ジェントは次の monitor を待機します。
clean が正常に終了した場合は、リソースが GoingOffline Waiting 状態になり、エージェ
ントは次の monitor を待機します。
■

monitor が online を報告した場合、リソースは障害が発生していないかのように online
に戻ります。monitor が offline を返した場合は、リソースが offline 状態になり、
FAULTED とマーク付けされます。monitor が IO を返した場合は、リソースが offline
状態になります。

■

monitor が unknown を返すかタイムアウトになった場合、エージェントはリソースを
Going Offline Waiting 状態に戻し、エンジンに UNABLE_TO_OFFLINE フラグを設定
します。

メモ: clean が成功した場合、エージェントはリソースを GoingOfflineWait へ移行し、
faulted とマーク付けします。GoingOfflineWaiting の監視が online を返した場合、リ
ソースは、エンジンがリソースが offline 状態に移行することを予期せず、また
GoingOfflineWaiting 状態はエージェントにより clean の成功として設定されたため、
online 状態に移行します。
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RestartLimit に到達せず、ManageFault = ALL の場合のリソース障
害

図 10-6

はい

Offline
はい/
ADMIN_WAIT
を設定

FOMT
に到達し
たか? タイムアウト
いいえ/

CMTC
をインクリ
メント

IO

CRL
に到達し
たか?

monitor

Online

Monitoring
いいえ

ユーザーが操作を開始し
た場合は clearadminwait
または ADMIN_WAIT
が設定されている場合は
-clearadminwait -fault/
ADMIN_WAIT
をリセット

いいえ/TC
をインクリ
メント

offline 状態

TL
に到達したか?
タイムアウト
または失敗/
PM を開始

いいえ/CC
をインクリメント、
PM を停止。
TC をリセット、
CMTC をリセット

clean が正常終了/RC
をインクリメントし、
online の開始

Going Online

はい

Cleaning
IO – Intentional Offline（意図的なオフライン）
RC – Restart Count（再試行カウント）
PM – Periodic Monitoring（定期的な監視）
TL – Tolerance Limit（許容値制限）
TC – Tolerance Count（許容値カウント）
FOMT – Fault On Monitor Timeout（monitor タイムアウト時のエラー）
CMTC – Consecutive Monitor Timeout Count（連続 monitor
タイムアウトカウント）

この図では、リソースに障害が発生し、RestartLimit に到達していない場合に発生す
る動作を説明しています。 monitor エントリポイントが連続してタイムアウトになり、
FaultOnMonitorTimeout に到達するか、monitor が offline を返して ToleranceLimit
に到達した場合、エージェントは clean counter をチェックし、clean エントリポイントが呼
び出し可能かをチェックします。
CleantRetryLimit に到達した場合、リソースは ADMIN_WAIT フラグが設定され、そのリ
ソースは online 状態に移行します。clean 再試行制限に到達しない場合、エージェント
は clean エントリポイントを呼び出します。
■

clean が正常に終了した場合、リソースは Going Online 状態に置かれます。次に、
online エントリポイントが実行され、リソースが再起動されます。「リソースのオンライン
化」の図を参照してください。
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■

clean が失敗するかタイムアウトになった場合、エージェントは、障害が発生していな
いかのようにリソースを Online 状態と設定されます。

リソースに障害が発生し、RestartLimit に達した場合の動作の説明については、「リ
ソース障害（自動再起動なし）」の図を参照してください。
図 10-7

永続的なリソースの監視
online または
offline/無視
monitor

Monitoring
（Offline）

Offline
offline、IO、または unknown
状態またはタイムアウト

はい
online
状態

いいえ/CMTC
をインクリメント

FOMT
に到達したか?

タイムアウト

IO
monitor

Online

Monitoring
（online）

online または unknown 状態
online または
offline/無視

いいえ/TC
をインクリメント

TL
に到達したか?

offline 状態

はい

TL – Tolerance Limit（許容値制限）
TC – Tolerance Count（許容値カウント）
FOMT - Fault on Monitor Timeout（monitor タイムアウト時のエラー）
CMTC – Consecutive Monitor Timeout Count（連続 monitor タイムアウトカウント）
IO – Intentional Offline（意図的なオフライン）

monitor が offline を返し、ToleranceLimit に到達した場合は、リソースは Offline 状
態になり、FAULTED として設定されます。monitor がタイムアウトして
FaultOnMonitorTimeouts に到達した場合は、リソースは Offline 状態になり、FAULTED
として設定されます。
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リソースのクローズ

図 10-8

Going Migrate

Going Online

Going Migrate
Waiting

Going Offline

完了またはタイ
ムアウト
Closing

Detached

Online

Going Offline
Waiting

Offline
Going Online
Waiting

この状態図は、リソースが Closing 状態に移行する可能性のあるすべての状態を示しま
す。次の表は、リソースが Closing 状態に移行する可能性のあるさまざまな状態におい
て実行されるアクションを示します。
状態

アクション

Online から Closing

hastop –local –force または hares -delete ま
たは Enabled = 0（リソースが永続リソースの場
合のみ）

Offline から Closing

Enabled = 0 または hastop –local または
hastop –local –force または hares -delete

GoingOnlineWaiting

hastop –local –force または hares -delete

GoingOfflineWaiting

hastop –local –force または hares -delete

GoingMigrateWaiting

hastop –local –force または hares -delete

GoingOnline

hastop –local –force

GoingOffline

hastop –local –force

GoingMigrate

hastop –local –force

Probing

Enabled = 0 または hastop –local または
hastop –local –force または hares –delete
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リソースの移行

図 10-9

失敗/PM
を開始

MWL – Migrate Wait Limit
（移行待機制限）
OWC – Migrate Wait Count
（移行待機カウント）
IO – Intentional Offline
（意図的なオフライン）
PM – Periodic Monitoring
（定期的な監視）

Offline

Online

Going Migrate

完了またはタイ
ムアウトまたは
終了/PM を開始
offline
または IO

monitor

Monitoring

MWL
に到達し
たか?

ソースノード

ターゲット
ノード

monitor

Offline

Going Migrate
Wait

はい/
ADMIN_WAIT
を設定

online

Monitoring

いいえ/
MWC
をインクリ
メント

Online
offline または
unknown
またはタイム
アウト

MWL
に到達し
たか?
はい/
ADMIN_WAIT
を設定

ユーザーが操作を開始
した場合は clearadminwait/
ADMIN_WAIT
をリセット

いいえ/MWC
をインクリ
メント

online または
unknown
またはタイム
アウト

ユーザーが操作を
開始した場合は –
clearadminwait/
ADMIN_WAIT
をリセット

移行/PM
を停止

はい

ソースノードでリソ
ースは offline か?

いいえ

移行処理は、仮想マシン（VM）がオンラインで VM オフラインであるターゲットシステムに
移行される、ソースシステムから開始します。ソースシステムのエージェントが、エンジンか
らリソースの移行要求を受信すると、リソースが Going Migrate 状態になり、 migrate エ
ントリポイントが呼び出されます。 migrate エントリポイントがリターンコード 255 が発生し
て失敗した場合、リソースは online 状態に戻り、以降操作の失敗がエンジンに通信され
ます。これは、移行操作を実行することができないことを示します。
エージェントフレームワークは 101 から 254 の範囲の戻り値を無視し、online 状態に戻
ります。migrate エントリポイントが正常に完了するか、タイムアウトに到達した場合は、リ
ソースは Going Migrate Waiting 状態に移行し、次の監視サイクルを待ちます。monitor
は MonitorInterval の設定に従った頻度で呼び出します。 monitor が offline 状態に戻
ると、リソースは offline 状態に移行し、ソースシステムの移行は完了したとみなされます。
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offline 状態に移行した後でも、エージェントは MonitorInterval の設定に従った同じ監
視頻度でリソースを監視し続けます。 これにより、VM のソースノードでの障害をすばやく
検出できます。ただし、monitor エントリポイントがタイムアウトするか、online または
unknown 状態が返された場合、リソースは MigrateWaitLimit リソースサイクルが完了す
るのを待機します。
MigrateWaitLimit 内の監視のうちのどれかが offline 状態を返した場合、リソースは offline
状態に移行し、これがエンジンに返されます。MigrateWaitLimit に到達した後で monitor
エントリポイントがタイムアウトするか、online または unknown 状態が返された場合、
ADMIN_WAIT フラグが設定されます。
リソースの移行操作がソースノードで成功した場合、ターゲットノードで、エージェントは監
視頻度を OfflineMonitorInterval から MonitorInternal に変更し、完全移行の成功をす
ばやく検出できるようにします。ただし、MigrateWaitLimit に到達した後でもターゲット
ノードでリソースが online と検出されない場合、リソースは ADMIN_WAIT 状態に移行
し、エージェントは OfflineMonitorInterval で設定した監視頻度にフェールバックします。
メモ: : エージェントは、migrate エントリポイントがタイムアウトになるか、migrate エントリ
ポイントのタイムアウト後の監視で、MigrateWaitLimit に到達した後でも online または
unknown 状態を返した場合、clean を呼び出しません。問題解決後、ADMIN_WAIT フ
ラグを手動でクリアする必要があります。
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図 10-10

リソース障害: ManageFaults 属性 = ALL

monitor

Online

Monitoring

monitor が IO
を返すか、または
GoingOffline Waiting
状態の monitor が
offline を返す

Status = online /
online 状態の
monitor、Status = offline

いいえ/TC
をインクリメント

Offline

TL
に到達し
たか?

はい/PM を停止、faulted =
1 clean の呼び出し、CC
をインクリメント

monitor

Cleaning
clean がタイムアウトまたは失敗/
PM を開始

clean が正常終了/
offline_cleaned = 1、
RC をインクリメント、
TC をリセット

clean
が実装されておらず、
非永続的なリソース /
offline_cleaned = 0
clean_count
をリセット、PM を開始

RL に到達
したか?

Going Offline Waiting の
monitor が unknown
または monitor timed out
状態を返す場合、clean
が正常終了の場合、UNA
BLE_TO_OFFLINE
を設定

Going Offline
Waiting

はい

いいえ/online
を呼び出す、フラグを
RESTARTING に設定

Going Online
「リソースのオンライン化:
ManageFaults = ALL」を参照

PM -Periodic Monitoring（定期的な監視）
RL - Restart Limit（再起動制限）
TL Tolerance Limit（許容値制限）
CC- Clean Count（クリーンカウント）
RC Restart Count（再試行カウント）
TC Tolerance Count（許容値カウント）
IO Intentional Offline（意図的なオフライン）
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図 10-11

リソース障害（monitor のハング）: ManageFaults 属性 = ALL

monitor が IO を返すか、Going
Offline Waiting 状態の monitor
が offline を返す

monitor

Online

monitor

Monitoring
status = unknown または
monitor タイムアウト /
UNABLE_TO_OFFLINE
を設定

status = online /
CMTC をリセット

status = unknown /
MONITOR_UNKNOWN を設定

Going Offline Waiting の
monitor が status = online
を返す場合、faulted
をリセットし、clean count
をリセットし、CMTC
をリセット

いいえ/CMTC
をインクリメント

Offline

Going Offline
Waiting

monitor タイムアウト /
MONITOR_TIMEDOUT
を設定

FOMT
に到達し
たか?
はい / PM を停止、
CC をインクリメント、
clean (MH) を呼び出す、
faulted = 1

Clean が失敗ま
たはタイムアウ
ト / PM を開始

clean が正常終了 / CMTC
をインクリメント

Cleaning
FOMT- Fault On Monitor Timeout（monitor
タイムアウト時のエラー）
MH - Monitor Hung（monitor のハング）
PM -Periodic Monitoring（定期的な監視）
RL - Restart Limit（再起動制限）
CMTC - Consecutive Monitor Timeout Count（連続
monitor タイムアウトカウント）
RC Restart Count（再試行カウント）
CC - Clean Count（クリーンカウント）
IO - Intentional Offline（意図的なオフライン）

RL
に到達し
たか?

いいえ/online を呼び
出す、フラグを
RESTARTING に設定

Going
Online
「リソースのオンライン化:
ManageFaults = ALL」を参照

ManageFaults 属性に関する状態の遷移
ここでは、ManageFault 属性に関する状態の遷移図を示します。
デフォルトでは、ManageFaults は ALL に設定されており、この場合、VCS は clean エ
ントリポイントを呼び出しません。
p.189 の 「ManageFaults」 を参照してください。
図は、次の状態を示しています。
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■

ManageFaults 属性が NONE に設定されているときのリソースのオンライン化

■

ManageFaults 属性が NONE に設定されているときのリソースのオフライン化

■

ManageFaults 属性が ALL に設定されているときのリソース障害

■

ManageFaults 属性が NONE に設定されているときのリソース障害（予期しない
offline）

■

ManageFaults 属性が ALL に設定されているときのリソース障害（monitor がハン

グした状態）
■

ManageFaults 属性が NONE に設定されているときのリソース障害（monitor がハ

ングした状態）
リソースのオンライン化: ManageFaults attribute = NONE

図 10-12

Offline
ユーザーが操作 online/PM
を開始”clearadm
を停止
inwait-fault”/
ADMIN_WAIT
Going
をリセット、
ORC を ORL
完了/monitor
に設定
を挿入、PM
を開始

IO 状態

タイムアウト/reason
を ONH として
ADMIN_WAIT
を設定、PM を開始

Going Online
Waiting

monitoring

Offline

Monitoring
online 状態
offline
または
unknown
またはタイ
ムアウト

いいえ/OWC
をインクリメント
ユーザーが操作を
開始した場合は
clearadminwait
または
ManageFault を
ALL に設定 /
ADMIN_WAIT
をリセット

Offline

Online

OWL
に到達し
たか?
はい

いいえ/
ADMIN_WAIT
を設定

ORL
に到達し
たか?
はい

いいえ

OWL – Online Wait Limit（オンライン待機制限）
OWC – Online Wait Count（オンライン待機カウント）
PM – Periodic Monitoring（定期的な監視）
ORL – Online Retry Limit（オンライン再試行制限）
ORC – Online Retry Count（オンライン再試行カウント）
ONH – Online Hung（Online のハング）
IO – Intentional Offline（意図的なオフライン）

Offline
状態か?

はい
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リソースのオフライン化; ManageFaults = None

図 10-13

Going
Offline

Online
offline /
PM を停止

done /
insert
monitor;
start PM
タイムアウト / 設定
reason = OFH で
ADMIN_WAIT、PM
を開始
monitor

Monitoring

status = offline
または IO

status = online
または unknown
または monitor
タイムアウト
ユーザーが操作を開始 -clearadminwait
または MangeFault を Al l に設定/
ADMIN_WAIT をリセット、monitor
を挿入

Going Offline
Waiting

ユーザーが操作を開始した場合 "clearadminwait -fault" / ADMIN_WAIT
をリセット、offline_cleaned = 1、
monitor を挿入

いいえ /
reason =OFI で
ADMIN_WAIT を
設定

翻訳テキ
ストなし
Offline はクリー
ニングさ
れたか?

はい /
UNABLE_TO_OFFLINE
を設定

はい

Offline

翻訳テキ
ストなし
OFWL に到
達したか?

いいえ / OFWC
をインクリメント

OFH - Offline Hang（オフラインのハングアップ）
OFI - Offline Ineffective（オフラインが無効）
PM - Periodic Monitoring（定期的な監視）
OFWL - Offline Wait Limit（オフライン待機制限）
OFWC - Offline Wait Count
（オフライン待機カウント）
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リソース障害（予期しない offline）: ManageFaults 属性 = NONE

図 10-14

はい / clean reason = OU、
ADMIN_WAIT を設定
ユーザーが clearadminwait
操作を開始するか
または
MangeFault を All に設定/
ADMIN_WAIT
をリセット、
monitor を挿入

いいえ/TC
をインクリ
メント

TL
に到達し
たか?

going offline waiting
状態の monitor が
status = offline または
monitor が status = IO
を報告する場合

offline 状態
monitor

Online

Monitoring
status = online

status = unknown /
MONITOR_UNKNOWN
を設定

Offline

monitor タイムアウト /
MONITOR_TIMEDOUT
を設定

status = online / faulted をリセット、
clean count をリセット、
offline-cleaned をリセット

ユーザーが "-clearadminwait -fault" 操作を開始 /
ADMIN_WAIT をリセット、offline_cleaned = 1、
monitor を挿入

TL - Tolerance Limit（許容値制限）
TC - Tolerance Count（許容値カウント）
OU - Offline Unexpectedly（予期しない offline）

monitor

monitor が Going Offline
Waiting 状態の後に
status = unknown を返した
場合、またはタイムアウトの
場合、goinng offline waiting
に移行。
そして、
offline cleaned = 1/
UNABLE_TO_OFFLINE
を設定

Going Offline
Waiting
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リソース障害（monitor のハング）: ManageFaults 属性 = NONE

図 10-15

ユーザーが "-clearadminwait"
操作を開始するか、またはManageFault
を ALL に設定した場合
/ ADMIN_WAIT をリセット

ユーザーが "-clearadminwait -fault"
操作を開始する場合 / ADMIN_WAIT
をリセットし、offline_cleaned = 1 を設定

monitor

Online

monitor

Going Offline
Waiting

Monitoring

Going Offline Waiting 状態の monitor
が status = unknown を返すか、また
は monitor がタイムアウト /
UNABLE_TO_OFFLINE を設定
（offline_cleaned = 1 の場合）

status = online /
CMTC をリセット
status = unknown /
MONITOR_UNKNOWN
を設定

monitor が IO
を返すか、または
Going Oflline Waiting
状態の monitor が
offline を返す場合

status = online
faulted をリセット、
clean count をリセット、
CMTC をリセット

Offline

monitor タイムアウト /
MONITOR_TIMEDOUT を設定

いいえ / CMTC
をインクリメント
FOMT
に到達し
たか?

はい / ADMIN_WAIT
を設定、reason = MH
を設定

FOMT– Fault On Monitor Timeout（monitor
タイムアウト時のエラー）
MH – Monitor Hung（monitor のハング）
CMTC – Consecutive Monitor Time out Count
（連続 monitor タイムアウトカウント）
IO – Intentional Offline
（意図的なオフライン）
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国際化されたメッセージ
この章では以下の項目について説明しています。
■

国際化されたメッセージについて

■

SMC ファイルの作成

■

SMC ファイルから BMC ファイルへの変換

■

BMC マップファイルの使用

■

BMC ファイルの更新

国際化されたメッセージについて
VCS では、ソースメッセージカタログ（SMC）から生成されるバイナリメッセージカタログ
（BMC）を使って、国際化されたメッセージを処理します。
■

ソースメッセージカタログ（SMC）は、ASCII、UTF-8（BOM なし）または Unicode（big
2 endian）でコード化されたプレーンテキストのカタログファイルです。開発者は、定
められた書式を使用してメッセージを作成し、そのメッセージを SMC に格納できま
す。

■

バイナリメッセージカタログ（BMC）は、VCS が使用できる形式のカタログファイルで
す。BMC は、bmcgen ユーティリティを使用して、SMC から生成されます。

各 モジュールには BMC が必要です。たとえば、各 Enterprise エージェントおよびカス
タムエージェントと同様に、VCS エンジン（HAD）、GAB、LLT にそれぞれ異なる BMC
が必要です。エージェントの場合は、オペレーティングシステムプラットフォームごとに
BMC が必要です。
生成された BMC は、モジュールおよびメッセージの言語に対応する特定のディレクトリ
に配置する必要があります。特定のディレクトリ内で bmcmap ユーティリティを実行して、
BMC マップファイルを作成します。この ASCII テキストファイルは、BMC とそれが対応
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しているモジュール、言語およびメッセージ ID の範囲の関連付けを行います。このマッ
プファイルにより、VCS で BMC ファイルを管理できるようになります。
既存の SMC ファイルを変更して、オリジナルの BMC ファイルを作成できます。

SMC ファイルの作成
ソースメッセージカタログ（SMC）ファイルはバイナリメッセージカタログ（BMC）ファイルの
生成に使用されるため、一貫性のある書式で作成する必要があります。

SMC の書式
ライター: ここに概要説明が必要です。
#!language = language_ID
#!module = module_name
#!version = version
#!category = category_ID
# comment
message_ID1 {%s:msg}
message_ID2 {%s:msg}
message_ID3 {%s:msg}
# comment
message_ID4 {%s:msg}
message_ID5 {%s:msg}
...

SMC ファイルの例
次の SMC ファイルを例に説明します。
VRTSvcsSunAgent.smc

サンプルファイルは、次の SMC 形式に基づいています。
#!language = en
#!module = HAD
#!version = 4.0
#!category = 203
# common library
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100
101
102
103
104
105

{"%s:Invalid message for agent"}
{"%s:Process %s restarted"}
{"%s:Error opening /proc directory"}
{"%s:online:No start program defined"}
{"%s:Executed %s""}
{"%s:Executed %s"}

SMC ファイルの形式
■

SMC ファイルは、UCS-2、ASCII または UTF-8 でエンコードする必要があります。
ファイル命名規則の説明は、入手可能です。
p.219 の 「SMC ファイルと BMC ファイルの名前」 を参照してください。

■

すべてのメッセージは、エージェントフレームワークによって生成された 3 つの部分
からなるヘッダー「エージェント:リソース:エントリポイント」を表す「%s:」で始まる必要
があります。

■

カスタムエージェントの場合、HAD モジュールをヘッダーに指定する必要があります。
p.218 の 「SMC ファイルの例」 を参照してください。

■

マイナーバージョン番号（2.x など）は、BMC を更新するたびに変更できます。メジャー
番号は、VCS でのみ変更できます。バージョン番号は、メッセージを処理するプロセ
スに、使用するカタログを指示します。
p.223 の 「BMC ファイルの更新」 を参照してください。

■

SMC ヘッダーでは、「#」文字と「!」文字の間にはスペースを挿入できません。ファイ
ル内の「#」文字と通常のコメントの後にはスペースを挿入できます。前述の例を参照
してください。

■

SMC ファイル名には、拡張子 .smc を使用する必要があります。

■

1 つのメッセージで使える文字列書式指定子（%s）は 6 までです。

■

メッセージ ID は数字のみ使え、英字は使えません。たとえば、2001003A は無効で
す。メッセージ ID の範囲は、1 - 65535 です。

■

SMC ファイル内のメッセージ ID は、昇順になっている必要があります。

■

複数行にわたって書式設定されたメッセージでは、キャリッジリターンではなく、「¥n」
文字を使用して改行する必要があります。改行は可能です。後に示す例を参照して
ください。

SMC ファイルと BMC ファイルの名前
命名規則に従って、SMC ファイルから BMC ファイルが生成されます。SMC ファイルの
名前によって、生成される BMC ファイルの名前が決まります。BMC ファイルの命名規則
には次のパターンがあります。
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VRTSvcs{Sun|AIX|Lnx}{Agent_name}.bmc
ここには、platform と agent_name が含まれています。
次に例を示します。
VRTSvcsLnxOracle.bmc

メッセージ例
■

メッセージにキャリッジリターンが埋め込まれた無効なメッセージ:
201 {"%s:To be or not to be!
That is the question"}

■

「¥n」を使用した有効なメッセージ:
10010 {"%s:To be or not to be!¥n
That is the question"}

■

テキストを次の行に改行した有効なメッセージ:
10012 {"%s:To be or not
That is the question.¥n
suffer¥n the slings and
take arms against a sea

to be!¥n
Whether tis nobler in the mind to
arrows of outrageous fortune¥n or to
of troubles"}

書式指定子の使用
「%s」指定子の使用は、メッセージ引数を並べ替える必要がなければ、すべての引数に
対して使うことができます。ただし、メッセージ内の単語の順序は言語によって異なる場
合があるため、書式指定子 %#$s を使ってメッセージ内の引数を並べ替えることができ
ます。この「#」文字は、1 - 99 の数値を表します。
英語の SMC ファイルでは、エントリが次のようになります。
301 {"%s:Setting cookie for proc=%s, PID = %s"}

メッセージ引数の位置を変更する必要がある言語の SMC ファイル内では、同じエントリ
が次のようになります。
301 {"%s:Setting cookie for process with PID = %3$s, name =
%2$s"}
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SMC ファイルから BMC ファイルへの変換
bmcgen ユーティリティを使用して、SMC ファイルを BMC ファイルに変換できます。次に

例を示します。
bmcgen VRTSvcsLnxAgent.smc

SMC ファイルが存在するディレクトリに VRTSvcsLnxAgent.bmc ファイルが作成されま
す。BMC ファイルには、拡張子 .bmc が必要です。
デフォルトでは、bmcgen ユーティリティは、SMC ファイルが Unicode（big endian）ファイ
ルであることを前提にしています。ASCII または UTF-8 でエンコードされたファイルの場
合は、-ascii オプションを使用します。次に例を示します。
bmcgen -ascii VRTSvcsSunAgent.smc

BMC ファイルの格納
デフォルトでは、BMC ファイルは /opt/VRTS/messages/language にインストールする
必要があります。ここで、language は、サポートされている特定の言語の BMC が格納さ
れているディレクトリです。たとえば、Solaris システムでの日本語エージェント用の BMC
へのパスは、次のようになります。
/opt/VRTS/messages/ja/VRTSvcsSunAgent.bmc.

VCS サポート言語
VCS がサポートしている言語は、ディレクトリ /opt/VRTS/messages にある、/ja（日本
語）や /en（英語）などのサブディレクトリとして示されています。

BMC ファイルの内容の表示
bmcread コマンドを使って、バイナリメッセージカタログファイルの内容を表示できます。

たとえば、次のコマンドは、指定された BMC ファイルの内容を表示します。
bmcread VRTSvcsLnxAgent.bmc
bmcread VRTSvcsW2KAgent.bmc

BMC マップファイルの使用
VCS は、BMC マップファイルを使用して、特定言語用の特定モジュールの様々な BMC
ファイルを管理します。HAD は、VCS エンジン、付属エージェント、Enterprise エージェ
ントおよびカスタムエージェント用のモジュールです。BMC マップファイルは、BMC とそ
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れが対応しているカテゴリおよび特定のメッセージ ID の範囲の関連付けを行う ASCII
テキストファイルです。

BMC マップファイルの場所
デフォルトでは、マップファイルは、対応する BMC ファイルと同じ
/opt/VRTS/messages/language ディレクトリに作成されます。

BMC マップファイルの作成
開発者は、複数の BMC ファイルから、BMC マップファイルを作成できます。BMC ファイ
ルの生成後に、次の処理を行います。

1

BMC ファイルを対応するディレクトリにコピーします。次に例を示します。
cp VRTSvcsSunLnxOracle.bmc /opt/VRTS/messages/en

2

BMC ファイルが格納されているディレクトリに移動し、bmcmap ユーティリティを実行
します。次に例を示します。
cd /opt/VRTS/messages/en
bmcmap -create en HAD
cd %VCS_HOME%¥messages¥en
bmcmap -create en HAD
bmcmap ユーティリティは、ディレクトリの内容をスキャンし、BMC マップを動的に生

成します。この場合は、HAD.bmc マップが作成されます。

BMC マップファイルの例
Solaris システムにおける HAD.bmcmap という名前の BMC マップファイルの例を示し
ます。
# This is a program generated file, please do not edit.
Language=en
HAD=VRTSvcsHad VRTSvcsAgfw VRTSvcsWac ¥
VRTSvcsHbfw VRTSvcsAlerts VRTSvcsTriggers ¥
VRTSvcsApi gcoconfig fdsetup ¥
hazonesetup hagetcf uuidconfig ¥
hazoneverify VRTSvcsSunAgent VRTSvcsCommonAgent ¥
VRTSvcsOracle VRTSvcsDb2udb VRTSvcsCVMCluster ¥
VRTSvcsCVMVolDg VRTSvcsSunVVR VRTSvcsCFSMount ¥
VRTSvcsSybase VRTSvcsCVMVxconfigd VRTSvcsCFSfsckd ¥
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VRTSvcsCommon
VRTSvcsHad.version=5.1
VRTSvcsHad.category=1
VRTSvcsHad.IDstart=0
VRTSvcsHad.IDend=53502
VRTSvcsAgfw.version=5.1
VRTSvcsAgfw.category=2
VRTSvcsAgfw.IDstart=0
VRTSvcsAgfw.IDend=60019
VRTSvcsWac.version=5.1
VRTSvcsWac.category=3
VRTSvcsWac.IDstart=0
VRTSvcsWac.IDend=53006
VRTSvcsHbfw.version=5.1
VRTSvcsHbfw.category=4
VRTSvcsHbfw.IDstart=0
VRTSvcsHbfw.IDend=13301
VRTSvcsAlerts.version=5.1
VRTSvcsAlerts.category=5
VRTSvcsAlerts.IDstart=10018
VRTSvcsAlerts.IDend=52026

BMC ファイルの更新
既存の BMC ファイルを更新できます。更新は、たとえば新規メッセージを追加したり、
メッセージを変更する場合に必要です。
更新は、次の方法で行います。
■

特定の BMC ファイルに対するオリジナルの SMC ファイルが存在する場合は、テキ
ストエディタを使用してその SMC ファイルを編集できます。オリジナルのファイルが
存在しない場合は、新規 SMC ファイルを作成します。
■

メッセージの追加、削除、変更など、ファイルに変更を加えます。

■

ヘッダーのマイナーバージョン番号を変更します。たとえば、バージョンを 2.0 か
ら 2.1 に変更します。

■

ファイルを保存します。
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■

bmcgen コマンドを使用して新規 BMC ファイルを生成し、その BMC ファイルを対応

する言語ディレクトリに格納します。
■

BMC ファイルが格納されているディレクトリで、bmcmap コマンドを実行して新規 BMC
マップファイルを作成します。
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5.0 より前の VCS エージェン
トの使用
この付録では以下の項目について説明しています。
■

5.0 以前の VCS エージェントの使用と V50 以降への登録

■

VCS 4.0 以前のエージェントの使用に関するガイドライン

■

VCS 4.0 以前のエージェントのログメッセージ

■

VCS 4.0 以前のメッセージ API

5.0 以前の VCS エージェントの使用と V50 以降への登
録
VCS 5.0 リリースでは、エージェントフレームワークの機能が拡張されました。お使いの
エージェント向けの、この拡張されたエージェントフレームワークを使用するには、エー
ジェントフレームワークバージョン V50 以降にエージェントを登録する必要があります。
次のセクションで、5.0 以前のエージェントを VCS 5.0 エージェントフレームワークで使
用する方法を説明します。
5.0 以前のエージェントを VCS で使用する場合、そのエージェントに必要な修正を加え
て、V50 以降のエージェントとして登録することができます。このように変換することは、次
のようなメリットがあります。
■

VCS内の異なるシステムで、異なるバージョンのエージェントを使用できます。

■

古いバージョンの機能に影響を与えることなく、いくつかのシステムで使用するリソー
スタイプ定義を変更できます。
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V40 エージェントから V50 以降のエージェントへの変更手順の概要
■

PATH 変数の修正とエージェントバージョン V50 以降で登録されたエージェントバイ
ナリへのリンクが必要な場合があります。

■

属性とその値を、V40 形式のエントリポイントから V50 以降の名前と値のタプル形式
のエントリポイントに渡すように変更します。

■

Perl とシェルのパスに /opt/VRTSvcs/lib を含めて、参照できるようにします。

■

必要な環境変数を設定します。

p.43 の 「ArgList 属性と ArgListValues 属性について」 を参照してください。

V40 と V50 以降のスクリプト例
次の例を比較してください。
V40
ResName=$1
Attr1=$2
Attr2=$3
VCSHOME="${VCS_HOME:-/opt/VRTSvcs}"
. $VCSHOME/bin/ag_i18n_inc.sh;
VCSAG_SET_ENVS $ResName;

V50 以降
ResName=$1; shift;
."../ag_i18n_inc.sh";
VCSAG_SET_ENVS $ResName;
VCSAG_GET_ATTR_VALUE "Attr1" -1 1 "$@";
attr1_value=${VCSAG_ATTR_VALUE};
VCSAG_GET_ATTR_VALUE "Attr2" -1 1 "$@";
attr2_value=${VCSAG_ATTR_VALUE};

ag_i18n_inc モジュールをスクリプトエントリポイントに参照元として登録
エントリポイントに、ag_i18n_inc モジュールを参照元として登録する必要があります。次
の例は、エージェントがディレクトリ /opt/VRTSvcs/bin/type にインストールされていること
を前提とします。
Perl のエントリポイント
...
$ResName = shitf;
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use ag_i18n_inc;
VCSAG_SET_ENVS ($ResName);
...

シェルのエントリポイント
...
ResName = $1; shift;
. "../ag_i18n_inc.sh";
VCSAG_SET_ENVS $ ResName;

VCS 4.0 以前のエージェントの使用に関するガイドライン
エージェントフレームワークは、リソースタイプの定義、リソース属性に設定されている値、
VCS エージェントが使用するエントリポイントに関する情報を VCS エージェントがエンジ
ンとやり取りできるようにすることにより、すべての VCS エージェントをサポートします。
VCS 4.0 と VCS 5.0 でのエージェントフレームワークに対する変更は、VCS 4.0 以前の
エージェントフレームワークを使用して開発されたエージェントの使用方法に影響します。
必須ではありませんが、VCS 4.0 以降のエージェントフレームワークで動作するようすべ
ての VCS 4.0 以前のエージェントを変更し、新しいエントリポイントを使用できるようにし
ます。
次のガイドラインを考慮してください。
■

VCS 4.0 以前のエージェントがスクリプトで厳密に実装されている場合は、VCS 4.0
とそれ以降の ScriptAgent を UNIX で使用できます。必要に応じて、VCS 4.0 以上
の action および info エントリポイントを直接使用できます。

■

VCS 4.0 以前のエージェントが C++ エントリポイントのいずれかを使用して実装され
ている場合、開発者が action または info エントリポイントを実装しなければ、この
エージェントを使用できます。VCS 4.0 以上のエージェントフレームワークでは、すべ
ての VCS 4.0 以前のエージェントがバージョン 3.5 であることが前提です。

■

VCS 4.0 以前のエージェントが C++ エントリポイントのいずれかを使用して実装され
ていて、しかも action または info エントリポイントを実装する場合、次のことを実行
する必要があります。
■

C++ またはスクリプトベースの action または info エントリポイントをエージェン
トに追加します。

■

API VCSAgInitEntryPointStruct をパラメータ V40 付きで使用して、エージェン
トを VCS 4.0 エージェントとして登録します。VCSAgValidateAndSetEntryPoint
API を使用して、C++ エントリポイントを登録します。

■

エージェントを再コンパイルします。
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メモ: 4.0 エージェントフレームワークで開発されたエージェントは、2.0 や 3.5 など、4.0
以前のフレームワークとの互換性がありません。

VCS 4.0 以前のエージェントのログメッセージ
VCS 4.0 以前のエージェントのログメッセージは、VCS 4.0 以上のメッセージ形式に自
動的に変換されます。
詳しくは、「エージェントメッセージのログ」を参照してください。

ログタグ（VCS 4.0 以前）のログ重要度（VCS 4.0）へのマッピング
エージェントについては、次の表に示すように、VCS 4.0 のエントリポイントメッセージの
重要度レベルは、VCS 4.0 以前のエントリポイントメッセージタグに対応します。
ログタグ（VCS 4.0 ログ重要度（VCS 4.0 以上）
以前）
TAG_A

VCS_CRITICAL

TAG_B

VCS_ERROR

TAG_C

VCS_WARNING

TAG_D

VCS_NOTE

TAG_E

VCS_INFORMATION

TAG_F から
TAG_Z

VCS_DBG1 から VCS_DBG21

VCS 4.0 以上での VCS 4.0 以前のメッセージの表示
次の例では、VCS 3.5 で書かれたメッセージが、3.5 および 4.0 以上の VCS でどのよう
に表示されるかを示します。VCS 4.0 以前のエージェントのメッセージが VCS 4.0 以上
で表示される場合、カテゴリ ID 10000 がメッセージの一意のメッセージ ID の部分に含
まれることに注意してください。カテゴリ ID は VCS 4.0 から導入されています。
■

VCS 4.0 以前のメッセージ出力:
TAG_B 2003/12/08 15:42:30
VCS:141549:Mount:nj_batches:monitor:Mount resource will not go
online because FsckOpt is incomplete

■

VCS 4.0 以上による VCS 4.0 以前のメッセージの表示
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2003/12/15 12:39:32 VCS ERROR V-16-10000-141549
Mount:nj_batches:monitor:Mount resource will not go online
because FsckOpt is incomplete

VCS 4.0 以前の API および VCS 4.0 ログ用マクロ
このマニュアルでは、C++ エージェントとスクリプトベースエージェントのログ用マクロを説
明しています。
詳しくは、「エージェントメッセージのログ」を参照してください。
次の例では対比できるように、VCS 4.0 以前の API および VCS 4.0 マクロを使用して
書式設定された C++ のメッセージを対で示します。
■

VCS 4.0 以前の API:
sprintf(msg,
"VCS:140003:FileOnOff:%s:online:The value for PathName attribute
is not specified", res_name);
VCSAgLogI18NMsg(TAG_C, msg, 140003,
res_name, NULL, NULL, NULL, LOG_DEFAULT);
VCSAgLogI18NConsoleMsg(TAG_C, msg, 140003, res_name,
NULL,NULL,NULL,LOG_DEFAULT);

■

VCS 4.0 マクロ:
VCSAG_LOG_MSG(VCS_WARNING, 14003, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"The value for PathName attribute is not specified");
VCSAG_CONSOLE_LOG_MSG(VCS_WARNING, 14003, VCS_DEFAULT_FLAGS,
"The value for PathName attribute is not specified");

VCS 4.0 以前のメッセージ API
ここで説明するメッセージ API は、4.0 以上の VCS が 2.0 および 3.5 エージェントフレー
ムワークで開発されたエージェントと連係して動作できるよう維持されています。

VCSAgLogConsoleMsg
void
VCSAgLogConsoleMsg(int tag, const char *message, int flags);

この基本関数は、VCS エージェントフレームワークが、エージェントログファイルに message
を書き込む要求を出します。
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UNIX の場合: $VCS_LOG/log/resource_type_A.log.
message は 4096 バイト以内にする必要があります。4096 バイトを超えるメッセージは切

り捨てられます。
tag には、TAG_A - TAG_Z の任意の値を指定できます。タグ A - E はデフォルトで有

効になっています。他のタグを有効化するには、halog コマンドを使用します。flags に
は、0 もしくは LOG_NONE、LOG_TIMESTAMP（日時を出力）、LOG_NEWLINE（改行を出力）
および LOG_TAG（タグを出力）を組み合わせたものを指定可能です。この基本関数は任
意のエントリポイントから実行することが可能です。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
...
VCSAgLogConsoleMsg(TAG_A, "Getting low on disk space",
LOG_TAG|LOG_TIMESTAMP);
...

VCSAgLogI18NMsg
void
VCSAgLogI18NMsg(int tag, const char *msg,
int msg_id, const char *arg1_string, const char
*arg2_string,
const char *arg3_string, const char *arg4_string, int
flags);

この基本関数は、VCS エージェントフレームワークが、メッセージ ID と 4 つの文字列引
数を取る国際化 message をエージェントログファイルに書き込む要求を出します。
UNIX の場合: $VCS_LOG/log/resource_type_A.log
message は 4096 バイト以内にする必要があります。4096 バイトを超えるメッセージは切

り捨てられます。すべての引数文字列の合計サイズは、4096 バイト以内にする必要があ
ります。引数文字列の合計サイズが 4096 バイトを超える場合、各引数に 4096 バイトを
等分したサイズが割り当てられ、各引数でそのサイズを超えた文字列は切り捨てられま
す。
tag には、TAG_A - TAG_Z の任意の値を指定できます。タグ A - H はデフォルトで有

効になっています。他のタグを有効化するには、対応するリソースタイプの LogTags 属
性を変更します。flags には、0 もしくは LOG_NONE、LOG_TIMESTAMP（日時を出力）、
LOG_NEWLINE（改行を出力）および LOG_TAG（タグを出力）を組み合わせたものを指定可
能です。この基本関数は任意のエントリポイントから実行することが可能です。
次に例を示します。
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#include "VCSAgApi.h"
...
char buffer[256];
sprintf(buffer, "VCS:2015001:IP:%s:monitor:Device %s address
%s", res_name, device, address);
VCSAgLogI18NConsoleMsg(TAG_B, buffer, 2015001, res_name, device,
address, NULL, LOG_TAG|LOG_TIMESTAMP|LOG_NEWLINE);

VCSAgLogI18NMsgEx
void
VCSAgLogI18NMsgEx(int tag, const char *msg,
int msg_id, const char *arg1_string, const char
*arg2_string,
const char *arg3_string, const char *arg4_string,
const char *arg5_string, const char *arg6_string, int
flags);

この基本関数は、VCS エージェントフレームワークが、メッセージ ID と 6 つの文字列引
数を取る国際化 message をエージェントログファイルに書き込む要求を出します。
UNIX: $VCS_LOG/log/resource_type_A.log
message は 4096 バイト以内にする必要があります。4096 バイトを超えるメッセージは切

り捨てられます。すべての引数文字列の合計サイズは、4096 バイト以内にする必要があ
ります。引数文字列の合計サイズが 4096 バイトを超える場合、各引数に 4096 バイトを
等分したサイズが割り当てられ、各引数でそのサイズを超えた文字列は切り捨てられま
す。
tag には、TAG_A - TAG_Z の任意の値を指定できます。タグ A - H はデフォルトで有

効になっています。他のタグを有効化するには、対応するリソースタイプの LogTags 属
性を変更します。flags には、0 もしくは LOG_NONE、LOG_TIMESTAMP（日時を出力）、
LOG_NEWLINE（改行を出力）および LOG_TAG（タグを出力）を組み合わせたものを指定可
能です。この基本関数は任意のエントリポイントから実行することが可能です。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
...
char buffer[256];
sprintf(buffer, "VCS:2015004:Oracle:%s:%s:During scan for
process %s ioctl failed with return code %s, errno = %s",
res_name, ep_name, proc_name, ret_buf, err_buf);
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VCSAgLogI18NConsoleMsgEx(TAG_A, buffer, 2015004, res_name,
ep_name, proc_name, ret_buf, err_buf, NULL, flags);

VCSAgLogI18NConsoleMsg
void
VCSAgLogI18NConsoleMsg(int tag,
const char *msg, int msg_id, const char *arg1_string,
const char *arg2_string, const char *arg3_string,
const char *arg4_string, int flags);

この基本関数は、VCS エージェントフレームワークが、メッセージ ID と 4 つの文字列引
数を取る国際化 message をエージェントログファイルに書き込む要求を出します。
UNIX: $VCS_LOG/log/resource_type_A.log
message は 4096 バイト以内にする必要があります。4096 バイトを超えるメッセージは切

り捨てられます。すべての引数文字列の合計サイズは、4096 バイト以内にする必要があ
ります。引数文字列の合計サイズが 4096 バイトを超える場合、各引数に 4096 バイトを
等分したサイズが割り当てられ、各引数でそのサイズを超えた文字列は切り捨てられま
す。
tag には、TAG_A - TAG_Z の任意の値を指定できます。タグ A - E はデフォルトで有

効になっています。他のタグを有効化するには、halog コマンドを使用します。flags に
は、0 もしくは LOG_NONE、LOG_TIMESTAMP（日時を出力）、LOG_NEWLINE（改行を出力）
および LOG_TAG（タグを出力）を組み合わせたものを指定可能です。この基本関数は任
意のエントリポイントから実行することが可能です。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
...
char buffer[256];
sprintf(buffer, "VCS:2015002:IP:%s:monitor:Device %s address
%s", res_name, device, address);
VCSAgLogI18NConsoleMsg(TAG_B, buffer, 2015002, res_name, device,
address, NULL, LOG_TAG|LOG_TIMESTAMP|LOG_NEWLINE);

VCSAgLogI18NConsoleMsgEx
void
VCSAgLogI18NConsoleMsgEx(int tag,
const char *msg, int msg_id, const char *arg1_string,
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const char *arg2_string, const char *arg3_string,
const char *arg4_string, const char *arg5_string,
const char *arg6_string, int flags);

この基本関数は、VCS エージェントフレームワークが、メッセージ ID と 6 つの文字列引
数を取る国際化 message をエージェントログファイルに書き込む要求を出します。
UNIX の場合: $VCS_LOG/log/resource_type_A.log
message は 4096 バイト以内にする必要があります。4096 バイトを超えるメッセージは切

り捨てられます。すべての引数文字列の合計サイズは、4096 バイト以内にする必要があ
ります。引数文字列の合計サイズが 4096 バイトを超える場合、各引数に 4096 バイトを
等分したサイズが割り当てられ、各引数でそのサイズを超えた文字列は切り捨てられま
す。
tag には、TAG_A - TAG_Z の任意の値を指定できます。タグ A - E はデフォルトで有

効になっています。他のタグを有効化するには、halog コマンドを使用します。flags に
は、0 もしくは LOG_NONE、LOG_TIMESTAMP（日時を出力）、LOG_NEWLINE（改行を出力）
および LOG_TAG（タグを出力）を組み合わせたものを指定可能です。この基本関数は任
意のエントリポイントから実行することが可能です。
次に例を示します。
#include "VCSAgApi.h"
...
...
char buffer[256];
sprintf(buffer, "VCS:2015003:Oracle:%s:%s:During scan for
process %s ioctl failed with return code %s, errno = %s",
res_name, ep_name, proc_name, ret_buf, err_buf);
VCSAgLogI18NConsoleMsgEx(TAG_A, buffer, 2015003, res_name,
ep_name, proc_name, ret_buf, err_buf, NULL, flags);
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