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■
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■
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■

VCS のシステム必要条件

■

サポート対象外

■

修正済みの問題

■

既知の問題

■

ソフトウェアの制限事項

■

マニュアル

このリリースノートについて
このリリースノートには Linux 対応の Symantec Cluster Server（VCS）バージョン 6.2
に関する重要な情報が記載されています。VCS をインストールまたはアップグレードする
前に、このリリースノートをすべてお読みください。
リリースノートに記載された情報は、VCS の製品マニュアルに記載の情報に優先します。
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コンポーネント製品のリリースノート

これは『Symantec Cluster Server リリースノート』の マニュアルバージョン:6.2 Rev 1 で
す。始めに、このガイドの最新版を使っていることを確認してください。最新の製品マニュ
アルはシマンテック社の Web サイトで利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents

コンポーネント製品のリリースノート
このリリースノートに加え、コンポーネント製品のリリースノートを確認してから製品をインス
トールしてください。
マニュアルはソフトウェアメディアの次の場所で、PDF 形式で利用可能です。
/docs/product_name

シマンテック社は、システムの /opt/VRTS/docs ディレクトリにファイルをコピーすること
を推奨します。
このリリースには、次のコンポーネント製品のリリースノートが含まれます。
■

『Symantec Storage Foundation リリースノート』（6.2）

Symantec Cluster Server について
シマンテック社の Symantec Cluster Server（VCS）では、物理環境と仮想環境で動作
するミッションクリティカルなアプリケーションに対し、高可用性（HA）とディザスタリカバリ
（DR）がもたらされます。VCS によって、アプリケーション、インフラストラクチャ、またはサ
イトにエラーが発生した際にも、継続的なアプリケーションの可用性が保証されます。

VCS エージェントについて
VCS 付属エージェントは、クラスタのキーリソースを管理します。付属エージェントの実装
と設定は、プラットフォームごとに異なります。
付属エージェントについて詳しくは、『Symantec Cluster Server 付属エージェントリファ
レンスガイド』を参照してください。
Symantec High Availability Agent Pack により、各種のアプリケーション、データベー
ス、サードパーティ製のストレージソリューションに高可用性を提供するエージェントにア
クセスできます。Agent Pack は SORT（SymantecTM Operations Readiness Tools）か
ら入手できます。 SORT について詳しくは、https://sort.symantec.com/home を参照し
てください。 開発中のエージェントと、シマンテック社のコンサルティングサービスから入
手できるエージェントについては、この製品の購入先にお問い合わせください。
VCS では、カスタムエージェントの作成が可能なフレームワークが提供されます。
Symantec High Availability Agent Pack、付属エージェント、エンタープライズエージェ
ントがニーズに合っていないときに、エージェントを作成してください。
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カスタムエージェントの作成について詳しくは『Symantec Cluster Server エージェント
開発者ガイド』を参照してください。また、シマンテック社のコンサルティングサービスを通
して、カスタムエージェントもご要望いただけます。

Symantec Operations Readiness Tools について
SORT （Symantec Operations Readiness Tools）は、最も時間のかかる管理タスクの
一部を自動化して単純化する Web サイトです。SORT により、データセンターをさらに
効率的に管理し、シマンテック製品を最大限に活用できるようになります。
SORT によって実行できるようになる操作は、次のとおりです。
次のインストールまたは
■
アップグレードのための準
備
■

■

■

■

リスクの特定およびサー ■
バー固有の推奨事項の取
得
■

製品のインストールとアップグレートの必要条件（オペレーティング
システムバージョン、メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含む）
を一覧表示する。
シマンテック製品をインストールまたはアップグレードする準備がで
きているかどうかを判断するためにシステムを分析して、インストー
ルとアップグレードのカスタムレポートを生成する。
パッチを製品またはプラットフォームごとに、インストールする必要
がある順番で一覧表示する。ごく最近のパッチまたは過去のパッ
チを表示してダウンロードする。
ASL （Array Support Library）の詳細をベンダー、プラットフォー
ム、SFHA （Storage Foundation and High Availability）のバー
ジョンごとに表示する。ASL により、SFHA ベースのサーバーに接
続されているアレイの管理が簡単になります。
エージェントのタイプ、アプリケーション、プラットフォームに基づい
て、VCS と ApplicationHA のエージェント、マニュアル、ダウンロー
ドを一覧表示する。
潜在的な環境リスクに備えサーバーを分析する。システムの可用
性、ストレージの使用状況、パフォーマンス、ベストプラクティスに
関する特定の推奨事項を使ってリスク評価カスタムレポートを生成
する。
何千ものシマンテックエラーコードの説明と解決策を表示する。
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効率の向上

■

■

■

■

■

パッチ、アレイ固有のモジュール（ASL、APM、DDI、DDL）、マニュ
アル、製品リリース、HCL （Hardware Compatibility List の略で
ハードウェア互換性リストの意味）、VCS/ApplicationHA エージェ
ントの変更について自動電子メール通知を取得する。
インストールされているシマンテック製品とライセンスキーの情報を
運用環境からすばやく収集する。製品名、バージョン、プラットフォー
ム、サーバー層、SPVU （Symantec Performance Value Unit）、
サポート終了期日を含む、ライセンスまたは配備のカスタムレポー
トを生成する。
製品ガイド、マニュアルページ、互換性リスト、サポート記事などの
シマンテック製品文書を一覧表示してダウンロードする。
シマンテック製品サポート、SymConnect フォーラム、カスタマケ
ア、シマンテック社のトレーニングと教育、シマンテック社の
FileConnect、ライセンシングポータル、my.symantec.com などの
重要なリソースへのリンクに 1 つのページからアクセスする。この
ページには、主要ベンダーのサポートサイトへのリンクも含まれま
す。
iOS デバイスから SORT 機能のサブセットを使う。次の Web サイ
トからアプリケーションをダウンロードする必要があります。
https://sort.symantec.com/mobile

メモ: SORT の機能の一部はすべての製品で使用できません。 SORT へは追加料金な
しでアクセスできます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com

重要なリリース情報
■

このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社テクニカルサポート Web
サイトの最新 TechNote を確認してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH225259

■

このリリースで利用可能な最新のパッチについては、次を参照してください。
https://sort.symantec.com/

■

このハードウェア互換性リストにはサポートされているハードウェアの情報が記されて
おり、定期的に更新されます。サポートされるハードウェアの最新情報については、
次の URL を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211575

■

ソフトウェア 互換性リストはサポートする SFHA（Storage Foundation and High
Availability）ソリューション製品スタックおよび製品機能、オペレーティングシステムの

7

第 1 章 Symantec Cluster Server Release Notes
6.2 で導入された変更点

バージョンおよび他社製品の概略を示しています。サポートされているソフトウェアの
最新情報については、次の URL を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH225258
メモ: SFHA ソリューション製品のインストールまたはアップグレードを行う前に、最新の互
換性リストを参照して、ご使用になるハードウェアとソフトウェアのサポート状態を確認くだ
さい。

6.2 で導入された変更点
この項では Symantec Cluster Server 6.2 の変更点の一覧を示します。

リリースレベルの用語の変更
6.2 リリースで、パッチベースのリリースを説明する用語が次のように変わりました。
表 1-1

リリースレベルの用語の変更

6.0.1 以前

6.0.x、6.1、
6.1.x

6.2 以降

状態（Status）

以下から利用可
能

P パッチ

パブリックホット
フィックス

パッチ

公式

SORT

ホットフィックス

プライベートホット ホットフィックス
フィックス

非公式

テクニカルサポー
ト

公式パッチリリースは SORT から利用可能です。このリリースは以前は P パッチまたは
パブリックホットフィックスと呼ばれていましたが、パッチと呼ばれるようになりました。非公
式なパッチリリースはテクニカルサポートから利用可能です。ホットフィックスは唯一の非
公式なパッチリリースです。

クラスタマネージャの Java GUI サポートに関する注意事項
クラスタマネージャの Java GUI は販売終了していますが、Linux および Windows 環境
の VCS および ApplicationHA のコアクラスタ化ソリューションとの連携動作を保証する
ために、シマンテック社によって引き続きサポートされます。Java GUI は 6.0 以前のリ
リースで利用可能なすべての VCS 機能のサポート付きで引き続きダウンロードできます。
お客様はサービスグループを管理し、新しい設定を生成し、他の従来のクラスタ管理操
作を実行できます。Java GUI は Linux および Windows プラットフォームでのみサポー
トされます。
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VCS 6.0 以降のリリースで追加された他の機能およびプラットフォームサポートは Veritas
Operations Manager（VOM）でのみ利用可能です。クラスタの管理およびすべての拡
張機能のために VOM の使用をお勧めします。

VCS 6.2 で導入された属性
次のセクションでは VCS 6.2 で導入された属性について説明します。

クラスタレベルの属性
DefaultGuestAccess

任意の認証済みのユーザーのセキュアクラスタ
に対するゲストアクセスを有効にします。

GuestGroups

ゲストアクセス可能なユーザーグループのリスト
が含まれています。

SFCache エージェントの属性
CacheArea

キャッシュ領域の名前を指定します。

CacheMode

キャッシュモードを指定します。

CacheFaultPolicy

キャッシュに障害がある場合に実行される処理
を指定します。

CacheObjectName

キャッシュオブジェクトの名前を指定します。マウ
ントポイントまたはディスクグループ/ボリュームを
指定できます。

FaultOnMonitorTimeouts

VCS が監視タイムアウトをリソース障害として解
釈するかどうかを定義します。
FaultOnMonitorTimeouts 属性はデフォルトで
4 に設定されていますが、SFCache エージェン
トはこの値を上書きして、0 に設定します。

NumThreads

リソースを管理するためにエージェントプロセス
で使われるスレッド数です。この属性で定義され
た数は、他の内部の目的で使うスレッドの数を含
みません。

NFS エージェントの属性:
Port

NFS デーモンのポートのリストを指定します。
NFS エージェントと NFSRestart エージェントは
この属性で、指定したポートを使って NFS デー
モンが動作していることを確認します。
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Oracle エージェント属性:
PDBName

プラグ可能データベース（PDB）にはこの属性を
設定する必要があります。PDB データベース名
にこの値を設定してください。従来のデータベー
スおよびコンテナ（CDB）データベースには、の
この属性を設定しないでください。

Mount エージェントの属性:
CacheRestoreAccess

リストアアクセス操作を実行するかどうかを決定
します。
この属性は次の場合にのみ適用されます。
■

ファイルシステムタイプが VxFS

■

SmartIO 機能のライトバックキャッシュが有
効になっている

このリリースで導入されたプラットフォームのサポート
このリリースでは、次のプラットフォームのサポートが導入されています。

Oracle Linux Unbreakable Enterprise Kernel のサポート
VCS は Unbreakable Enterprise Kernel リリース 2 で Oracle Linux 6 Update 4 と 5
をサポートするように強化されています。以前は、VCS は RHEL と互換性のあるカーネ
ルを含む Oracle Linux のみをサポートしていました。

VCS 6.2 で RHEL7 をサポート
このリリースで RHEL7 プラットフォームサポートが導入されます。VRTSveki RPM は
VCS 6.2 からの RHEL 7 で出荷されます。
メモ: DiskReservation エージェントは RHEL7 でサポートされなくなります

以前のリリースと比較した RHEL 7 の動作上の変更点
RHEL 7 の動作上の変更点は次のとおりです。
■

XFS ファイルシステムは、ルートディスクのカプセル化（RDE）機能でサポートされま
せん。
RDE は、ルートパーティションが XFS ファイルシステムでマウントされている場合は
サポートされません。
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■

エンクロージャに基づく命名規則（EBN）が RDE でサポートされない
ルートディスクの RDE、ミラー化、分割、結合の操作は、命名規則を EBN に設定し
ている場合はサポートされません。

インストールとアップグレードに関する変更
6.2 の製品インストーラには、次の変更点が含まれています。

プロキシサーバーを経由する SORT Web サイトへの接続
製品インストーラは、最新のインストーラパッチのダウンロードやインストーラログのアップ
ロードなどの複数の目的で SORT（Symantec Operations Readiness Tool） Web サイ
トに接続します。配備サーバーは SORT に接続して自動的に保守リリースやパッチリリー
スのイメージをダウンロードします。このリリースでは、製品インストーラや配備サーバーを
実行する前に次のプロキシ設定を使ってプロキシサーバー経由で SORT に接続できま
す。

#
#
#
#

https_proxy=http://proxy_server:port
export https_proxy
ftp_proxy=http://proxy_server:port
export ftp_proxy

Symantec Cluster Server がデフォルトでセキュアモードでインス
トールされる
デフォルトでは Symantec Cluster Server はセキュアモードでインストールされます。ゲ
ストユーザーアクセスを制御してクラスタを保護し、VCS コンポーネント間の通信を暗号
化できるよう、VCS をセキュアモードでインストールことをお勧めします。インストール中に
非セキュアモードを選択できますが、製品インストーラはインストール中に次のメッセージ
を表示して警告します。
Symantec recommends that you install the cluster
in secure mode. This ensures that communication between
cluster components is encrypted and cluster information
is visible to specified users only.

非セキュアモードからのアップグレードは、引き続き非セキュアモードで実行されます。セ
キュアモードからアップグレードする場合は、セキュアクラスタへのユーザーアクセスを制
御することをお勧めします。
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アプリケーションをオンライン状態に維持したままの Symantec
Cluster Server のアップグレード
アプリケーションをオンラインにしたままの状態でインストーラを使って Symantec Cluster
Server のオンラインアップグレードを実行することができます。アップグレードが進行中
の場合、アプリケーションはシームレスに動作できます。アップグレードが進行中でない
場合、アップグレード動作は以前のリリースと同じです。アップグレードが進行中である限
り、アプリケーション監視は発生しません。

Red Hat Satellite サーバーを使用したインストールのサポート
Red Hat Satellite サーバーを使用して、VCS をインストールできます。Red Hat Satellite
は Red Hat Enterprise Linux 6（RHEL6）と Red Hat Enterprise Linux 7（RHEL7）で
サポートされます。RPM およびローリングパッチを Red Hat Satellite サーバーが管理
するシステムにインストールできます。
Red Hat Satellite サーバーで、チャネルを作成してシステムを管理できます。Red Hat
Satellite チャネルはソフトウエアパッケージのコレクションです。チャネルを使用して、い
くつかルールを定義することによってパッケージを分離できます。

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接続の設定
のサポート
pwdutil.pl パスワードユーティリティは、scripts ディレクトリの下の 6.2 リリースにバンド

ルされています。ユーザー pwdutil.pl ユーティリティを実行して、ssh および rsh 接続
を自動的に設定できます。

配備サーバーを使用した集中型インストールのサポート
配備サーバーは SFHA リリースのインストールまたはアップグレードを簡素化するための
スクリプトです。配備サーバーにより、複数のリリースイメージを中央の 1 つの場所に格納
し、それらをサポート対象の UNIX または Linux プラットフォーム（6.1 以降）のシステム
に配備することができます。6.1 より前のリリースでは引き続き、プラットフォーム、アーキ
テクチャ、配布、バージョンが同じオペレーティングシステムが必要です。複数のリリース
または複数のプラットフォームをインストールまたはアップグレードする場合は、配備サー
バーを使うことができます。
配備サーバーを使うと、表 1-2に記載されているように次の操作を実行できます。
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表 1-2

配備サーバーの機能

機能

説明

インストールバンドルとイン ■
ストールテンプレートを
使ってシステムをインス
■
トールまたはアップグレー
ドします。

インストールバンドルを使ってシステムをインストールまたはアップ
グレードします。
インストールテンプレートに保存されている情報に基づいてシステ
ムにパッケージをインストールします。

インストールバンドルの定 インストールバンドルを定義または変更し、配備サーバーを使って保
義または変更
存します。
インストールテンプレート
の作成

新しいシステムにレプリケートする、インストール済みのコンポーネント
を実行中のシステム上で検出します。

プロキシサーバーを使っ クライアントからの要求の仲介者として機能するプロキシサーバーを
た配備サーバーと SORT 使って、配備サーバーを SORT（Symantec Operations Readiness
の接続
Tools）Web サイトに接続します。
プラットフォームのフィルタ ［プレファレンス設定（Set Preference）］メニューで［選択したプラット
処理
フォーム（Selected Platforms）］を選択して、配備環境で現在使われ
ているプラットフォームをフィルタ処理します。

メモ: 配備サーバーは Web ベースのインストーラではなく、スクリプトベースのインストー
ラに対してのみ利用可能です。
詳しくは『インストールガイド』を参照してください。

VCS の仮想化サポートに関連する変更
Symantec Cluster Server の RHEV 3.4 のサポート
Symantec Cluster Server 6.2 は RHEV バージョン 3 4 をサポートします。
VCS 6.2 では RHEV バージョン 3.1/3.2 はサポートされなくなります。

VCS 付属エージェントの変更点
この項では VCS の付属エージェントに関する変更点について説明します。
詳しくは『管理者ガイド』と『付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。
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SFCache エージェント
SFCache エージェントはこのリリースで導入された新しいエージェントです。SFCache
エージェントはキャッシュの有効化、無効化、監視を実行します。キャッシュエラーが起き
てもアプリケーションはまったく同じシステムで問題なく実行されますが、I/O パフォーマ
ンスは低下します。そのため、SFCache エージェントにはエージェントの動作を制御す
る属性が用意されています。キャッシュエラーが発生した場合は、「IGNORE」の受信、ま
たは「FAILOVER」の開始のどちらかを選択できます。
詳しくは、『付属エージェントリファレンスガイド』を参照してください。

Coordpoint エージェント
I/O フェンシングが過半数または無効モードに設定されている場合、Coordpoint エー
ジェントは常にオンライン状態です。これらの両方のモードで、I/O フェンシングには監視
するコーディネーションポイントがありません。従って、Coordpoint エージェントは常にオ
ンライン状態にあります。

NFS および NFSRestart エージェントの拡張
NFS および NFSRestart エージェントは指定されたポートを持つ実行中の NFS デーモ
ンをサポートします。

Mount エージェントが Linux で intr と nointr のオプションを許
可する
Linux カーネルバージョン 2.6.25 以上では、intr と nointr のオプションは非推奨で
す。このマウントオプションを指定していてもカーネルは無視しますが、これより古いカー
ネルでは互換性があります。Mount エージェントでは、MountOpt 属性に intr/nointr
オプションを指定できます。ただし、nfs ファイルタイプのマウント時に、Mount エージェン
トで intr または nointr のオプションを指定できる場合は、下部のカーネルはこのオプ
ションを無視します。SIGKILL のみがカーネルで保留中の NFS 操作を中断できます。

Mount エージェントが複数のマウントポイントへのブロックデバイ
スのマウントを許可する
RHEL 7 はバインドマウントをサポートしますが、マウントポイントにバインドのフラグは表
示されません。バインドマウントの場合には、mount コマンドは親ブロックデバイス、ブロッ
クデバイスではなくファイルシステムの種類、バインドマウントの実行時に使う「bind」オプ
ションを表示します。mount コマンドの出力は、複数のマウントポイントにマウントする親
ブロックデバイスとしてバインドマウントを表示します。この動作が原因で、Mount エージェ
ントはバインドマウントを判断できず、FSType=bind のマウントリソースをオンラインにでき
ないので、Mount エージェントが RHEL 7 のリソースの状態を UNKNOWN と報告しま
す。RHEL 6 や SLES 11 などの他の Linux バージョンで FSType=bind を設定できま
す。
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Mount エージェントで、複数のマウントポイントに同一のブロックデバイスをマウントできる
ようになったので、VCS でバインドマウントを設定する場合に親ブロックデバイスとファイ
ルシステムタイプを使います。

VxFSMountLock のデフォルト値を 1 に変更
Mount エージェントの属性 VxFSMountLock のデフォルト値を 0 から 1 に変更しまし
た。

DiskReservation エージェントが非推奨
DiskReservation エージェントは VCS 6.2 以降では非推奨になりました。さらに、
DiskReservation エージェントと VRTSvcsdr パッケージは RHEL7 メディアに同梱され
ません。

VCS エンジンに関する変更
新しい環境変数
このリリースでは、次の VCS の環境変数が導入されました。
■

VCS_CONN_INIT_QUOTA

■

VCS_CONN_HANDSHAKE_TIMEOUT

詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

Atleast リソースの依存関係
新しい種類のリソース依存関係がこのリリースで導入されました。親リソースは子リソース
セットに依存できます。親リソースは、このリソースセットの最小数の子リソースがオンライ
ンの場合にオンラインになるかまたはオンライン状態を維持します。システムはこのセット
に依存する子の IP リソースとアプリケーションリソースのセットを作成します。
例えば、アプリケーションが 5 つの IP に依存し、このアプリケーションをオンラインにした
り、オンライン状態を維持する必要がある場合、少なくとも 2 つの IP をオンラインにする
必要があります。2 つ以上の IP リソースがオンラインになると、アプリケーションはオンラ
インになろうとします。オンラインリソースの数が最小必要条件を下回る場合には、リソー
スエラーはリソースの依存関係ツリーを上方向に伝播します。
詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

VCS エージェントフレームワークの変更点
VCS エージェントフレームワークは次のように変更されました。
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予期しないリソース動作のトラブルシューティング効率を改善する
ためのエラーデータ取り込みプロセスの強化
VCS イベントが記録されるよう、予期しないイベントの FFDC（First Failure Data Capture）
がリソースレベルまで拡張されています。このようなイベント中に生成されたイベントログ
は、対応するエージェントログファイルに記録されるため、ログを簡単に表示できます。
このようなイベントの例は次のとおりです。
■

リソースに障害が発生し、エントリポイントからタイムアウトした場合

■

リソースが UNKNOWN 状態になった場合

■

ONLINE や OFFLINE などの任意のリソース操作に失敗した場合

■

リソースが初めて ONLINE または OFFLINE として検出された場合

VCS エージェントのエントリポイントのログの統一
スクリプトおよび C/C++ 言語を使用して実装される VCS エージェントのエントリポイント
のログは、それぞれのエージェントログファイルに記録されるようになります。VCS 6.2 以
前では、これらのログはエンジンログファイルとエージェントログファイルで共有されてい
ました。たとえば、スクリプトベースのエージェントのログはエンジンログに記録され、C/C++
ベースのエージェントログはエージェントログファイルに記録されていました。この変更に
より、VCS エンジン処理の負荷を減らし、エンジンのログから余計なログを取り除きます。
VCS 6.2 以前のログ記録動作を復元するには、LogViaHalog 属性値を 1 に変更します
（デフォルト 0）。
メモ: コンテナ内で実行される 1 つ以上のスクリプトのエントリポイントのログメッセージは、
引き続きエンジンログファイルに記録されます。

FireDrill 属性は無効にすることができます。
FireDrill 属性は VCS 6.2 以降のリリースで無効にできるように修正されています。

LLT、GAB、I/O フェンシングへの変更
ここでは、LLT、GAB、I/O フェンシングに追加された新しい機能または拡張について説
明します。

I/O フェンシングに関する変更
6.2 の Symantec Cluster Server（VCS）には、次の I/O フェンシングへの変更点が含ま
れています。
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I/O フェンシングは、コーディネーションポイントが不要な新しいフェンシング機
構であるマジョリティベースフェンシング機構をサポートしています。
I/O フェンシングはマジョリティベース I/O フェンシングという新しいフェンシングモードを
サポートしています。マジョリティベースの I/O フェンシングでは、クラスタ環境でデータ破
損に対する保護およびデータの整合性を提供するのにコーディデーションポイントを必
要としません。追加のサーバーやコーディネーションポイントとして使用できる共有 SCSI-3
ディスクがない場合はマジョリティベースの I/O フェンシングを使用します。このフェンシ
ングには信頼できる調停方法が用意されていて、CP サーバーや共有 SCSI3 ディスク
などの追加ハードウェアの設定が不要です。
ネットワーク障害が発生した場合は、マジョリティサブクラスタがフェンシングの競争に勝
利して、存続します。マジョリティサブクラスタが停止するか、応答しなくなった場合も、マ
イノリティサブクラスタはフェンシングの競争に敗北し、クラスタがパニックになります。問
題が解決されるまで、クラスタは引き続き使用できない状態になります。
詳しくは、『インストールガイド』と『管理者ガイド』を参照してください。

vxfenclearpre ユーティリティを使用してコーディネーションポイントサーバー登
録を消去する
vxfenclearpre ユーティリティは、コーディネーターディスクおよび共有データディスクの
セットから SCSI3 登録および予約キーを削除する既存の機能に加えて、現在のクラスタ
のコーディネーションポイントサーバーからの登録を消去するように拡張されています。
ユーティリティを実行するローカルノードは clusuuid ファイルの /etc/vx/.uuids ディ
レクトリに現在のクラスタの UUID がなければなりません。
コーディネーションポイントサーバーで登録を削除している間、ユーティリティがコーディ
ネーションポイントサーバーで使用されている IP アドレスでネットワーク接続を確立しよう
とするため、遅延を経験する場合があります。この遅延は、IP アドレスに到達できないか、
IP アドレスが正しくない場合に、ネットワークの問題により発生する可能性があります。
詳しくは、『管理者ガイド』を参照してください。

RAW ディスク I/O フェンシングポリシーはサポート対象外です
シマンテック社は、I/O フェンシングで RAW ディスクポリシーをサポートしません。ノード
へのシングルハードウェアパスまたはマルチハードウェアパスがあるコーディネーターディ
スクでは DMP を I/O フェンシングポリシーとして使用してください。
詳しくは、『インストールガイド』と『管理者ガイド』を参照してください。

仮想マシン内での SCSI3 フェンシングサポート
SCSI3 フェンシングが KVM および VMware 仮想マシンでサポートされるようになりまし
た。
詳しくは、『仮想化ガイド』を参照してください。
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ウィザードサポートにおける変更
Symantec High Availability 設定ウィザードを使用して、物理ホストの Linux で動作して
いる汎用アプリケーションに対するアプリケーション監視を設定することができます。

Linux および UNIX に導入される新しい VCS 設定ウィザード
このリリースでは、VCS クラスタ設定ウィザードおよび Symantec High Availability 設定
ウィザードがサポート対象のすべての Linux および UNIX ディストリビューションに導入
されています。
この 2 つの新しいウィザードは、従来クラスタ設定とアプリケーション（高可用性）設定を
組み合わせたワークフローを提供し、Linux でのみサポートされていた Symantec High
Availability 設定ウィザードに代わるものです。
［Symantec High Availability］ビューからウィザードを起動できます。必要に応じて、
Veritas Operations Manager、VMware vSphere Client またはブラウザから引き続き
ビューにアクセスできます。
詳しくは、『Symantec Cluster Server インストールガイド』と『Symantec Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。Symantec High Availability ウィザードを使用する手
順については、アプリケーション固有の VCS エージェントのインストール/設定ガイドを参
照してください。この機能に関する VMware 固有の情報については、『Symantec High
Availability ソリューションガイド（VMware 用）』を参照してください。

サービスグループ名を実装する前にサービスグループ名を編集す
るために Symantec High Availability 設定ウィザードをプロビジョ
ニング
Symantec High Availability 設定ウィザードではサービスグループ名を実際に作成する
前にこの名前を変更できます。高可用性を実現するためにサービスグループを設定する
ときにウィザードはデフォルト名を割り当てます。このプロビジョニングを使って、サービス
グループを実際に作成する前にサービスグループにより関連した名前や覚えやすい名
前を割り当てることができます。

ウィザードでサービスグループを設定する前に既存の main.cf ファ
イルを検出する
クラスタ設定ウィザードは、クラスタでサービスグループを設定する前に既存の main.cf
ファイルを検出します。main.cf ファイルの存在を示す健全性ビューにメッセージが表示
されます。
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データベースエージェントに関する変更
Oracle エージェントの変更点
このセクションでは、Symantec Cluster Server agent for Oracle の変更点について説
明します。

VCS agent for Oracle がコンテナとプラグ可能データベースの管理をサポート
する
VCS は、Oracle 12c リリース 1（12.1）で導入されたマルチテナントアーキテクチャをサ
ポートします。マルチテナントアーキテクチャを使うと、Oracle データベースはマルチテ
ナントコンテナデータベース（CDB）や 1 つまたは多数のカスタマイズ済みプラグ可能
データベース（PDB）として機能します。
メモ: IMF 監視は PDB リソースではサポートされません。
詳しくは、『 Agent for Oracle インストール/設定ガイド」を参照してください。

VCS のシステム必要条件
この項では、VCS のシステム必要条件を説明します。
次の情報は、VCS クラスタに適用されます。SF Oracle RAC のインストールには適用さ
れません。
VCS では、クラスタ内のすべてのノードが同じプロセッサアーキテクチャを使用し、同じ
バージョンのオペレーティングシステムを実行していることが必須です。ただし、ノード間
で特定の RHEL（Red Hat Enterprise Linux）または OL（Oracle Linux）バージョンの更
新レベルが異なっていたり、特定の SLES（SUSE Linux Enterprise Server）バージョン
のサービスパックレベルが異なっていてもかまいません。
メモ: VCS をインストールするシステムは他のクラスタノードと同じ Linux の配布を実行す
る必要があります。
p.19 の 「ハードウェア互換性リスト」 を参照してください。
p.20 の 「サポート対象の Linux オペレーティングシステム 」 を参照してください。

ハードウェア互換性リスト
このソフトウェアがサポートしているハードウェアは、互換性リストとして定期的に更新され
ます。 サポートされているハードウェアの最新情報については、次の URL を参照してく
ださい。
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http://www.symantec.com/docs/TECH211575
Symantec Cluster Server のインストールまたはアップグレードを行う前に、最新の互換
性リストを参照して、ご使用になるハードウェアとソフトウェアのサポート状態を確認くださ
い。

サポート対象の Linux オペレーティングシステム
この項では、このリリースのシマンテック社製品のサポート対象オペレーティングシステム
を一覧表示します。現在のアップデートについて詳しくは、
https://sort.symantec.com/land/install_and_upgrade にある Symantec Operations
Readiness Tools の「インストールとアップグレード（Installation and Upgrade）」のペー
ジを参照してください。
表 1-3 では、このリリースのサポート対象のオペレーティングシステムを示しています。
表 1-3

サポート対象のオペレーティングシステム

オペレーティングシステム

サポート対象のレベルおよびカーネルバージョン

Red Hat Enterprise Linux 7

3.10.0-123.el7

Red Hat Enterprise Linux 6

Update 3（2.6.32-279.el6）
Update 4（2.6.32-358.el6）
Update 5（2.6.32-431.el6）
Update 6（2.6.32-504.el6）

SUSE Linux Enterprise 11

SP2（3.0.13-0.27.1）
SP3（3.0.76-0.11.1）

Oracle Linux 6（RHEL 互換モード）

Update 3（2.6.32-279.el6）
Update 4（2.6.32-358.el6）
Update 5（2.6.32-431.el6）

Oracle Linux 7（RHEL 互換モード）

3.10.0-123.el7

メモ: SF Oracle RAC はまだ Oracle Linux 7 のサポー
トを発表していません。 インストールガイドや管理者ガ
イドで、OL 7 に関する情報が見つかる可能性がありま
す。 この情報は、しかるべき証明の作業が完了したとき
に、SF Oracle RAC がサポートを発表した後から、関
連するものになることに注意してください。 サポート対
象のオペレーティングシステムと、 Oracle RAC データ
ベースバージョンの最新の情報について詳しくは、次
の TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/DOC4848
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オペレーティングシステム

サポート対象のレベルおよびカーネルバージョン

Oracle Linux Unbreakable Enterprise 2.6.39-400.17.1.el6uek
Kernel 2
メモ: UEK 2 は Oracle Linux 6、Update 4 と 5 での
みサポートされています。

メモ: 以降のすべてのカーネルアップデートはサポートされますが、配備するカーネル
バージョンの該当する追加情報については、SORT （Symantec Operations Readiness
Tools）の Web サイトを参照してください。

メモ: AMD Opteron または Intel Xeon EM64T （x86_64）のプロセッサラインでは、64
ビットのオペレーティングシステムのみがサポートされています。

メモ: 2.6.39-400.17.1.el6uek.x86_64 の Oracle Linux Unbreakable Enterprise Kernel
2 では、RDMA 上での LLT の設定はサポートされていません。
お使いのシステムが、より古いバージョンの Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux
Enterprise Server または Oracle Linux を実行している場合は、シマンテックソフトウェ
アをインストールする前にそれらをアップグレードしてください。オペレーティングシステム
のアップグレードと再インストールについて詳しくは、Red Hat、SUSE、または Oracle の
マニュアルを参照してください。
シマンテック社では、Oracle、Red Hat、および SUSE で配布されたカーネルバイナリの
みをサポートします。
シマンテック社製品は、前述のカーネルとパッチの後続リリース適用後でも動作します。
ただし、その場合は、オペレーティングシステムがカーネルの ABI（アプリケーションバイ
ナリインターフェース）互換を維持していることが条件です。

VCS に必要な Linux RPM
VCS をインストールまたはアップグレードするシステムで、次のオペレーティングシステム
固有の RPM をインストールしてください。VCS は、次の RPM が ABI との互換性を維
持する前提で、次の RPM のすべてのアップデートをサポートします。
メモ: いくつかの必須 RHEL RPM で、RHEL の更新バージョンとは異なるバージョン番
号を持つ場合があります。
表 1-4 に、各 Linux オペレーティングシステムで VCS が必要とする RPM の一覧を示
します。
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表 1-4

必要な RPM

オペレーティングシステム

必要な RPM

RHEL 7

glibc-2.17-55.el7.i686
glibc-2.17-55.el7.x86_64
ksh-20120801-19.el7.x86_64
libgcc-4.8.2-16.el7.i686
libstdc++-4.8.2-16.el7.i686

OL 6

glibc-2.12-1.80.el6.i686.rpm
glibc-2.12-1.80.el6.x86_64.rpm
ksh-20100621-16.el6.x86_64.rpm
libgcc-4.4.6-4.el6.i686.rpm
libstdc++-4.4.6-4.el6.i686.rpm
mksh-39-7.el6.x86_64.rpm

OL 7

glibc-2.17-55.el7.i686
glibc-2.17-55.el7.x86_64
ksh-20120801-19.el7.x86_64
libgcc-4.8.2-16.el7.i686
libstdc++-4.8.2-16.el7.i686

RHEL 6

glibc-2.12-1.80.el6.i686.rpm
glibc-2.12-1.80.el6.x86_64.rpm
ksh-20100621-16.el6.x86_64.rpm
libgcc-4.4.6-4.el6.i686.rpm
libstdc++-4.4.6-4.el6.i686.rpm

SLES 11 SP2

glibc-2.11.3-17.31.1.x86_64.rpm
glibc-32bit-2.11.3-17.31.1.x86_64.rpm
ksh-93u-0.6.1.x86_64.rpm
libgcc46-32bit-4.6.1_20110701-0.13.9.x86_64.rpm
libstdc++46-32bit-4.6.1_20110701-0.13.9.x86_64.rpm
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オペレーティングシステム

必要な RPM

SLES 11 SP3

glibc-2.11.3-17.54.1.x86_64.rpm
glibc-32bit-2.11.3-17.54.1.x86_64.rpm
ksh-93u-0.18.1.x86_64.rpm
libgcc_s1-32bit-4.7.2_20130108-0.15.45.x86_64.rpm
libstdc++6-32bit-4.7.2_20130108-0.15.45.x86_64.rpm

サポート対象の Linux 仮想化技術
Symantec Cluster Server は Linux 環境で次の仮想化技術をサポートします。
■

RHEL（Red Hat Enterprise Linux）および SLES（SUSE Linux Enterprise Server）
向けの KVM（カーネルベースの仮想マシン）技術

■

RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）

■

OVM（Oracle Virtual Machine）

■

Microsoft Hyper-V

表 1-5

Red Hat システム必要条件

サポート対象アーキテクチャ

最小のシステム必要条件

推奨のシステム必要条件

■

Intel 64

■

AMD64

■

6 GB の空きディスク領域

■

2 GB の RAM

■

6 GB + ゲストごとにゲストオペレーティングシステムによって
推奨される必要なディスク領域。 ほとんどのオペレーティング
システムでは、6 GB よりも多いディスク領域が推奨されます。
各仮想化 CPU とホストに対してプロセッサコアまたはハイパー
スレッドを 1 つずつ
2 GB の RAM + 仮想化ゲストに対する追加の RAM

■

■

Red Hat のマニュアル（詳細
参照用）

表 1-6

http://www.redhat.com/virtualization/rhev/server/library/

SUSE システムの必要条件

サポート対象アーキテクチャ

最小のシステム必要条件

■

Intel 64

■

AMD64

■

6 GB の空きディスク領域

■

2 GB の RAM
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推奨のシステム必要条件

■

■

■

詳しくは SUSE のマニュアル
を参照してください。

表 1-7

6 GB + ゲストごとにゲストオペレーティングシステムによって
推奨される必要なディスク領域。 ほとんどのオペレーティング
システムでは、6 GB よりも多いディスク領域が推奨されます。
各仮想化 CPU とホストに対してプロセッサコアまたはハイパー
スレッドを 1 つずつ
2 GB の RAM + 仮想化ゲストに対する追加の RAM

http://www.suse.com/documentation/sles11/book_kvm/?page=/documentation/
sles11/book_kvm/data/book_kvm.html

KVM でサポートされる RHEL（Red Hat Enterprise Linux）構成向けの
VCS システムの必要条件

VCS バージョン

6.2

ホストのサポート対象 OS バー RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
ジョン
RHEL 7
VM ゲストのサポート対象 OS RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
RHEL 7
ハードウェアの必要条件

表 1-8

完全な仮想化が有効にされている CPU

KVM でサポートされる SLES（SUSE Linux Enterprise Server）構成向
けの VCS システムの必要条件

VCS バージョン

6.2

ホストのサポート対象 OS バー SLES 11 SP2 x86_64、SP3 x86_64
ジョン
VM ゲストのサポート対象 OS SLES 11 SP2、SP3
ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされている CPU

次の表に、Red Hat Enterprise 仮想化環境でゲスト内部 VCS（Symantec Cluster
Server）を実行するために必要なソフトウェアの一覧を示します。
表 1-9
VCS バージョン

KVM でサポートされる RHEV（Red Hat Enterprise Virtualization）構
成向けの VCS システムの必要条件
6.2

物理ホストのサポート対象 OS Red Hat Enterprise Linux 6 Update 5
バージョン
Red Hat Enterprise Virtualization - Hypervisor 3.4
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VM ゲストのサポート対象 OS RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
RHEL 7
ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされている CPU

次の表に、Microsoft Hyper-V 仮想化環境で VCS（Symantec Cluster Server）をゲス
ト内部で実行するために必要なソフトウェアの一覧を示します。
表 1-10

Microsoft Hyper-V 設定の VCS システムの必要条件

VCS バージョン

6.2

ホストのサポート対象 OS
バージョン

Microsoft Windows 2008 R2 Datacenter Edition
Microsoft Windows Server 2012

仮想マシンのサポート対象 RHEL 6 Update 3、Update 4、Update 5
OS バージョン
SLES 11 SP2、SP3
ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされている CPU

メモ: Microsoft Hyper V 環境のゲスト仮想マシンから到達できるように SCSI アダプタを
通して接続されるストレージディスクのパススルーのために、Microsoft 社の Linux
Integration Components をインストールする必要があります。次の場所から Linux
Integration Components をダウンロードできます。
バージョン 3.2 の場合:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=28188
バージョン 2.1 の場合:
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=24247
次の表に、Oracle Virtual Machine 仮想化環境で VCS（Symantec Cluster Server）を
ゲスト内部で実行するために必要なソフトウェアの一覧を示します。
表 1-11

Oracle VM（Oracle Virtual Machine）構成向けの VCS システムの必
要条件

VCS バージョン

6.2

物理ホストのサポート対象
OS バージョン

Oracle VM サーバー v3.0

VM ゲストのサポート対象
OS

RHEL 6
OEL6
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ハードウェアの必要条件

完全な仮想化が有効にされている CPU

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

LVM2、RAW ディスク、VxVM における ext2、ext3、reiserfs、NFS、bind。

■

LVM2 および RAW ディスクにおける ext4 と xfs

VCS は Symantec Storage Foundation の次のバージョンをサポートします。
Symantec Storage Foundation: Veritas Volume Manager（VxVM）と Veritas File
System（VxFS）
■

Storage Foundation 6.2
■

■

VxVM 6.2 と VxFS 6.2

Storage Foundation 6.1
■

VxVM 6.1 と VxFS 6.1

メモ: VCS は、製品のアップグレードを促進するために、前バージョンの Storage
Foundation と次バージョンの Storage Foundation をサポートします。
エンタープライズエージェントのサポート対象のデータベースバージョンについては、
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=DOC4039 で
サポート表を参照してください。

サポートされるエンタープライズエージェント
サポート対象の企業エージェントに対する各エージェントのサポート表について、次のリ
ンクを参照してください。
Oracle

Oracle のサポート表

DB2

DB2 のサポート表

Sybase

Sybase のサポート表

詳細については、Symantec Cluster Server の Oracle、DB2、Sybase 用のエージェン
トガイドを参照してください。
VCS アプリケーションエージェントと、エージェントがサポートするソフトウェアのリストは、
「Symantec Cluster Server Agents Support Matrix」を参照してください。
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サポート対象外
VCS 製品のこのリリースでは、次の機能がサポートされません。

サポートされなくなったエージェントとコンポーネント
次の項目は VCS のサポート対象外になりました。
■

RAW ディスクフェンシングポリシーがサポート対象外になりました。

クラスタマネージャの Java GUI サポートに関する注意事項
Cluster Manager の Java GUI は廃止されましたが、シマンテック社は引き続きサポート
します。Java GUI は、6.0 より前のリリースで利用可能なすべての VCS 機能でサポート
され、引き続きクラスタ内部で使用したりダウンロードに利用できます。お客様はサービス
グループを管理し、新しい設定を生成し、他の従来のクラスタ管理操作を実行できます。
Linux と Windows のプラットフォームでのみ Java GUI を使うことができます。
VCS 6.0 以降のリリースで追加された他の機能およびプラットフォームサポートは Veritas
Operations Manager（VOM）でのみ利用可能です。クラスタの管理およびすべての拡
張機能のために VOM の使用をお勧めします。

非推奨属性
このリリースで非推奨の属性を次の表に示します。
表 1-12

このリリースで非推奨の属性

属性名

エージェントのタイプ

SecondLevelMonitor

Apache

メモ: SecondLevelMonitor 属性は VCS 6.2 で
は推奨されなくなりました。代わりに、Apache リ
ソースのタイプのレベルで
LevelTwoMonitorFreq 属性を使用できます。
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属性名

エージェントのタイプ

ResLogLevel

Apache

メモ: タイプレベル属性 LogDbg を使ってデバッ
グログを有効にします。LogDbg 属性を DBG_5
に設定して、Apache エージェントのデバッグロ
グを有効にします。デフォルトでは、LogDbg 属
性を DBG_5 に設定すると、クラスタ内のすべて
の Apache リソースのデバッグログが有効になり
ます。デバッグログに対して特定の Apache リ
ソースを有効にする必要がある場合は、LogDbg
属性を上書きします。
DetailMonitor

Oracle、Sybase

メモ: 以前のバージョンで詳細監視を有効にし
ていた VCS を 6.2 に手動でアップグレードした
場合、DetailMonitor の値に
LevelTwoMonitorFreq の値を設定します。
AgentDebug

DB2udb

修正済みの問題
ここでは、このリリースで修正されたインシデントについて説明します。

LLT、GAB、I/O フェンシングの解決済みの問題
表 1-13 に、LLT、GAB、I/O フェンシングに関する解決済みの問題を示します。
表 1-13

LLT、GAB、I/O フェンシングの解決済みの問題

インシデント 説明
3335137

オンラインサービスグループで SysDownPolicy が AutoDisableNoOffline に設
定されている場合にフェンシングの設定が失敗する。

3473104

llttab で MTU のサイズを 1500 に指定しないで LLT に仮想 NIC を設定すると、
クラスタは正しく機能しません。たとえば、VCS エンジンコマンドがハングアップし
てエンジンログに次のメッセージを出力することがあります。
VCS CRITICAL V-16-1-51135 GlobalCounter not updated

3031216

ディスクグループ名にハイフン（-）が含まれると、vxfentsthdw(1M) と
Vxfenswap(1M) のユーティリティが失敗する。
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インシデント 説明
3471571

ノードで強制的に HAD プロセスを停止してノードを再起動すると、クラスタノード
でパニックが起きることがある。

3410309

RDMA 固有の記号で不一致が見つかると LLT ドライバがロードに失敗し、syslog
に次のメッセージがログ記録される。
llt: disagrees about version of symbol rdma_connect
llt: Unknown symbol rdma_connect
llt: disagrees about version of symbol rdma_destroy_id
llt: Unknown symbol rdma_destroy_id

3532859

クラスタに設定されているコーディネーションポイントの数が多い場合は、
Coordpoint エージェントの監視は失敗します。

インストール関連の解決された問題
表 1-14

インストール関連の解決された問題

インシデント

説明

3536489

VMware vSphere Client メニューから VCS をインストールすると、インス
トーラが ksh RPM のインストール前チェックを行わない。

VCS エンジンの解決した問題
表 1-15 は、VCS エンジンに関する解決した問題の一覧です。
表 1-15

VCS エンジンの解決した問題

インシデント

説明

3381042

checkboot ユーティリティのコアダンプまたはシステムと NTP
（Network Time Protocol）の時間差が一時ファイルの予期しない
削除を引き起こす。削除により VCS エージェントが間違った状態を
報告する。

2834247

クラスタ内の複数の依存関係にあるサービスグループのグローバル
フェールオーバーを開始する際、VCS がサービスグループのオン
ライン化中にグループの依存順の遵守に失敗する。

3448510

hastatus コマンドがローカルゾーンから実行される際にエラーを
起こし、コアをダンプする。
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インシデント

説明

3468891

/etc/VRTSvcs/conf/attributes/cluster_attrs.xml
ファイルに不整合が生じ、 hares -display コマンドからリソー
スレベルの ContainerInfo 属性が非表示になる。

3211834

サービスグループでエラーが発生した場合に、CurrentLimits 属性
の値が正確に更新されない。

3385820

長時間実行された場合、希に HAD（High Availability Daemon）が
クラッシュする。

3436617

一部の引数が割り当てられていない状態でトリガを起動すると、
hatrigger コマンドがコンパイルエラーで失敗する。

3471819

CurrentCount 属性の値が間違っているとサービスグループがオン
ラインにならない。

3464981

Engine_A.log ファイルのファイルサイズを 32 MB 以上にできない。

3580940

ha コマンドで SourceFile 属性に間違ったファイル名が与えられる
と VCS 設定が正常ではなくなる。

3603275

2 つのノードを同時にシャットダウンすると HAD と他のノードが中断
する。

付属エージェントの解決した問題
表 1-16 は、付属エージェントに関する解決した問題の一覧です。
表 1-16

付属エージェントの解決した問題

インシデント

説明

2490296

Application エージェントは、envfile が設定されシェルが csh の状態で、
ユーザーを root として処理できない。

2618482

VCS 6.0 への完全アップグレード後、アップグレード前にエージェントがオ
ンラインだった場合、エージェントはオンラインになることに失敗する。

3354227

現在のアクティブなデバイス情報を含んでいる状態ファイルがない場合に、
IPMultiNIC エージェントの clean エントリポイント操作が失敗する。

3535942

IPv6 アドレスがリソースに設定されている場合、IP エージェントが高い CPU
使用率を示し、VCS の停止後にも停止できない。

3408712

ストレージの接続が失われ、I/O フェンシングが設定されている場合、
DiskGroup エージェントがサービスグループをフェールオーバーしない。
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インシデント

説明

3573876

ネットワークケーブルが抜かれても IP リソースがオフラインにならない。

3505202

VCS が VCS_LOG 環境変数 のデフォルト値以外の値をサポートしない。

AMF に関連する解決した問題
表 1-17

AMF の解決した問題

インシデント

説明

2848007

プロセステーブルスキャン中に libvxamf ライブラリに対するエラー条件が発
生します。

3333913

すでに登録解除されているリソースの登録解除要求を受信すると AMF が
システムをパニックにします。

3407338

グループイベントの 1 つがトリガされた状態にある場合、トリガされたイベン
トが原因で、グループは登録解除に失敗します。

3338946

プロセスのオフライン登録が必要で、システムに対する負荷が大きい場合、
AMF ライブラリはリソースが実際にオフラインであるかどうかを検証できない
ことがあります。その結果、登録は失敗します。

既知の問題
ここでは、このリリースの既知の問題について説明します。

VCS のインストールとアップグレードに関する問題
installer -requirements で RHEL 6 Update 6 と Oracle Linux

7 が対応プラットフォームとして一覧表示されない（3657260）
installer -requirements コマンドで、RHEL 6 Update 6 と Oracle Linux 7 がバー

ジョン 6.2 でサポートされているにもかかわらず、対応プラットフォームとして一覧表示さ
れません。
回避策: 正しいサポートリストは、製品のリリースノートの最新バージョンに記載されていま
す。 シマンテック社の Web サイトの最新リリースノートで更新リストを参照してください。
https://sort.symantec.com/documents
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インストーラがいくつかの必須 Oracle Linux 7 RPM について誤っ
た最小バージョンを報告する（3653382）
インストール時、製品のインストーラは、次の必須 Oracle Linux 7 RPM について誤った
最小バージョンを報告します。
systemd-libs-208-11.el7.i686
coreutils-8.22-11.el7.x86_64
policycoreutils-2.2.5-11.el7.x86_64

RPM に必要な正しい最小バージョンは次のとおりです。
systemd-libs-208-11.0.1.el7.i686.rpm
coreutils-8.22-11.0.1.el7.x86_64
policycoreutils-2.2.5-11.0.1.el7.x86_64

回避策: yum などのネイティブメソッドを使って必要なオペレーティングシステム RPM を
インストールするか、手動でインストールしてください。

アップグレードの途中でインストーラを停止した後、アップグレード
を再開すると、サービスグループがフリーズすることがある
（2574731）
サービスグループは、製品のインストーラを使用してアップグレードを開始し、インストー
ラがいくつかのプロセスを停止した後でインストーラを停止し、それからアップグレードを
再開すると、フリーズします。
回避策: アップグレードが完了した後で、サービスグループを手動でアンフリーズしてくだ
さい。
サービスグループを手動でアンフリーズするには

1

フリーズしたサービスグループすべてをリストします。
# hagrp -list Frozen=1

2

フリーズしているサービスグループをすべてアンフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze service_group -persistent
# haconf -dump -makero

手動のアップグレードでソフトリンクが削除される問題
VRTSvlic RPM の手動のアップグレード（5.1 から 6.2 へ）を実行中に、以前のインストー
ル時に作成された一部のソフトリンクが削除されます。その結果、指定したパスに
vxkeyless バイナリが見つかりません。
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これを避けるには、--nopreun オプションを使用します。
例: rpm -Uvh --nopreun VRTSvlic-3.02.61.010-0.x86_64.rpm

VCS スタックを VCS 5.1 より前のバージョンからアップグレードして
いるときは、MultiNICA IPv4RouteOptions 属性の再設定が必要
（2003864）
5.1SP1 の MultiNICA エージェントは現在、デフォルトで ip コマンドを使います。経路
の設定に関する ip コマンドと ifconfig コマンドの動作の違いために、MultiNICA は、
新しいアクティブなデバイスのために経路をフラッシュして戻します。MultiNICA リソース
の設定で ifconfig コマンドを使う予定がない場合は（下の表を参照）、MultiNICA リソー
スの定義で IPv4RouteOptions 属性を設定する必要があります。
メモ: RouteOptions 値が route コマンドで使われるのに対して、IPv4RouteOptions 値
は ip route コマンドで使われます。これらの 2 つの属性に設定される値は、対応する
コマンドによって大幅に異なります。
表 1-18

属性を設定するかどうかと、アップグレード中に実行する必要のある
処理

オプション

RouteOptions IPv4RouteOptions コメント
または
IPv4AddrOptions、
あるいはその両
方

設定済み

設定が必要な場 設定が必要な場 この場合は、
IPv4RouteOptions
合と必要でない場 合と必要でない場 ifconfig コマン を設定する必要は
合がある
合がある
ドが使われます。 ない。
RouteOptions が
設定されている場
合、この属性値は
route コマンドを
使って経路を追加
または削除するた
めに使われます。
Options 属性が設
定されているた
め、
IPv4RouteOptions
値は無視されま
す。

アップグレード
中に実行する必
要のある処理
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オプション

RouteOptions IPv4RouteOptions コメント
または
IPv4AddrOptions、
あるいはその両
方

未設定

設定が必要な場 設定する必要があ この場合は、ip コ IPv4RouteOptions
合と必要でない場 る
マンドが使われま を設定し、デフォ
合がある
す。 ip route ルトゲートウェイの
コマンドを使って IP を設定します。
経路を追加または この属性の値は通
常、次のようになり
削除するには、
IPv4RouteOptions ます。
を設定して使う必 IPv4RouteOptions
= “default via
要があります。
Options 属性が設 gateway_ip”
定されていないた
例:
め、
IPv4RouteOptions
RouteOptions 値
= “default via
は無視されます。
192.168.1.1”
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アップグレード
中に実行する必
要のある処理

RDE で XFS ファイルシステムがサポートされない
ルートディスクのカプセル化（RDE）機能は、ルートパーティションが XFS ファイルシステ
ムでマウントされている場合はサポートされません。
回避策: 回避策はありません。

誤った resstatechange トリガの警告
リソースを再起動するときに、次の警告が表示されることがあります。
CPI WARNING V-9-40-4317 The installer has detected that resstatechange
trigger is configured by setting TriggerResStateChange attributes.

回避策: 将来のリリースでは、resstatechange トリガはリソースが再起動するときに呼び
出されなくなります。その代わり、resrestart トリガは TriggerResRestart 属性で設定した
場合に呼び出されます。resrestart トリガは現在のリリースで利用可能です。詳しくは、
VCS のマニュアルを参照してください。

アンインストーラがスクリプトをすべては削除しない（2696033）
VCS の削除後、RC の一部のスクリプトが /etc/rc*.d/ フォルダに残ります。これは
RHEL6 とアップデートの chkconfig rpm の問題が原因です。/etc/rc*.d/ フォルダか
ら VxVM RPM を削除した後で、スクリプトを手動で削除できます。
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回避策: chkconfig-1.3.49.3-1 chkconfig rpm を RedHat のポータルからインストールし
てください。次のリンクを参照してください。
http://grokbase.com/t/centos/centos/117pfhe4zz/centos-6-0-chkconfig-strange-behavior
http://rhn.redhat.com/errata/RHBA-2012-0415.html

Web インストーラにクラスタからノードを削除するオプションがない
Web インストーラで、クラスタからノードを削除するためのオプションが提供されません。
回避策: クラスタから手動でノードを削除してください。 Web インストーラまたは CPI から
使用できる、ノードを削除するためのオプションはありません。

ブラウザが開いたままの場合、Web インストーラは最初のセッショ
ンの後で認証を要求しない（2509330）
VCS をインストールまたは設定し、Web インストーラを閉じた後でも、他のブラウザウィン
ドウが開いていた場合には、Web インストーラはその後のセッションで認証を要求しませ
ん。Web インストーラからログアウトするオプションはないので、システム上でブラウザが
開いている限り、セッションは開いたままになります。
回避策: すべてのブラウザウィンドウを閉じて、ブラウザセッションを終了し、その後でもう
一度ログインしてください。

Web インストーラを停止するとデバイスがビジー状態であるという
エラーメッセージが表示される（2633924）
Web インストーラを起動すると、操作（プレチェック、設定、アンインストールなど）が実行
され、デバイスがビジー状態であることを知らせるエラーメッセージが表示されることがあ
ります。
回避策: 次のいずれかを実行します。
■

start.pl プロセスを終了します。

■

Web インストーラを再度起動します。最初の Web ページで、セッションがアクティブ
であることが確認できます。このセッションをテイクオーバーして終了させるか、または
直接終了させます。

CP サーバーのセキュアモードで 6.0 より前のバージョンからの
VCS ローリングアップグレードに失敗する [3262900]
CP サーバーをセキュアモードで設定している場合は、6.0 より前のバージョンから 6.1
に VCS をローリングアップグレードできません。vxcpserv 処理が共有認証と互換性が
ないため、CP サーバーサービスグループはローリングアップグレードの段階 1 を実行し
た後でオンラインにできません。
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回避策: ローリングアップグレードではなくフルアップグレードや段階的アップグレードを
実行します。

VCS の操作上の問題
LVM SG の移行が、状態が無効になっているすべてのパスで失敗
する [2081430]
ディスクへのすべてのパスを無効にした場合、LVM2 vg コマンドは応答を停止し、ディス
クへの少なくとも 1 つのパスが復元されるまで待機します。LVMVolumeGroup エージェン
トは LVM2 コマンドを使っているため、この動作により LVMVolumeGroup エージェントの
online エントリポイントと offline エントリポイントがタイムアウトし、clean EP が無期限に
わたって応答を停止します。このため、サービスグループは別のノードにフェールオー
バーできません。
回避策: 少なくとも 1 つのパスを復元する必要があります。

ネーティブ LVMVG を VCS の制御外でインポートしてアクティブに
すると、SG が PARTIAL 状態になります。
VCS を起動する前に LVM ボリュームグループをインポートしてアクティブにすると、
LVMLogicalVolume リソースはオンラインになりますが、LVMVolumeGroup がオフライン
のままになります。これにより、サービスグループが PARTIAL 状態に置かれます。
回避策: VCS を起動する前に VCS LVMVolumeGroup リソースを手動でオフラインにす
るか、またはこのリソースを非アクティブにしてボリュームグループをエクスポートする必要
があります。

TCP トラフィックを遮断するようファイアウォールが設定されたシス
テムでは、一部の VCS コンポーネントが動作しない
ファイアウォールがインストールされたシステムで VCS をインストールおよび設定した場
合、次の問題が起きることがあります。
■

GCO（グローバルクラスタオプション）を使ってディザスタリカバリを設定した場合、リ
モートクラスタ（セカンダリサイトのクラスタ）の状態は「initing」と表示されます。

■

CP サーバーを使うようにフェンシングを設定した場合、フェンシングクライアントは
CP サーバーへの登録に失敗します。

■

サーバー間の信頼関係の設定は失敗します。

回避策:
■

必要なポートとサービスがファイアウォールによって遮断されないことを確認してくだ
さい。 VCS によって使われるポートとサービスの一覧については、『Symantec Cluster
Server インストールガイド』を参照してください。
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■

VCS によって必要な TCP ポートが遮断されないようにファイアウォールポリシーを設
定してください。 必要な設定については、それぞれのファイアウォールまたは OS の
ベンダー文書を参照してください。

DiskGroup リソースを使ったサービスグループの切り替えが、
UseFence の SCSI3 への設定と powerpath 環境の設定との予約
競合の原因になる [2749136]
UseFence が SCSI3 に設定され、powerpath 環境が設定されると、DiskGroup リソー
スを使ったサービスグループの切り替えにより syslog に次のメッセージが表示される場
合があります。
reservation conflict

これは VCS の問題ではありません。UseFence が SCSI3 に設定されると、ディスクグ
ループは予約とおりにインポートされます。このメッセージはディスクの解放中および予約
中に記録されます。
回避策: 次の URL で入手可能な TechNote を参照してください。
http://www.symantec.com/business/support/index?page=content&id=TECH171786

LVMLogicalVolume リソースを含む VCS サービスグループのフェー
ルオーバーでのクライアント上の無効な NFS ファイルハンドル
（2016627）
LVM ボリュームグループの VCS サービスグループはフェールオーバー後に自動的に
オンラインになります。しかし、無効な NFS ファイルハンドルのエラーにより、クライアント
アプリケーションで障害や割り込みが発生することがあります。
回避策: サービスグループフェールオーバーでのクライアント上の無効な NFS ファイル
ハンドルを回避するには、Share リソースの Options 属性に「fsid=」を指定します。

ストレージが無効なときに NFS クラスタ I/O が失敗する [2555662]
NFS クラスタからの I/O は共有ディスクまたは共有ストレージに保存されます。 NFS クラ
スタに接続された共有ディスクまたは共有ストレージが無効なとき、NFS クライアントから
の I/O は失敗し、I/O エラーが起きます。
回避策: アプリケーションが終了（失敗/停止）した場合は、アプリケーションを再起動しま
す。

プライマリノードがクラッシュし、再起動すると VVR の設定がプライ
マリ - プライマリ設定になることがある [3314749]
テイクオーバー後に元のプライマリが復帰したときに、元のプライマリの高速フェールバッ
ク再同期をエージェントが自動的に実行する必要があるかどうかを RVGPrimary エー
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ジェントと RVGSharedPri エージェントの AutoResync 属性が制御します。 この属性の
デフォルト値は 0 です。テイクオーバー後に元のプライマリが復帰したときに、元のプライ
マリの高速フェールバック再同期をエージェントが実行しないことを示します。RVGPrimary
エージェントと RVGShared エージェントの AutoTakeover 属性のデフォルト値は 1 な
のでテイクオーバーが自動的に実行されます。 したがって、AutoTakeover と AutoResync
のデフォルト値をそれぞれ 1 と 0 に設定すると、元のプライマリが停止したときに最初に
フェールオーバーを実行して元のプライマリを復帰し、RDS （Replicated Data Set）が
プライマリ - プライマリ設定エラーで終了します。
回避策: テイクオーバー後に元のプライマリが復帰したときに、エージェントが元のプライ
マリの高速フェールバック再同期を自動的に試行するように設定する場合は、RVGPrimary
エージェントの AutoResync 属性のデフォルト値を 1 に設定します。これによりプライマ
リ - プライマリ設定エラーを防ぎます。プライマリ選択機能を使う場合は、AutoResync を
1 に設定しないでください。
さらに、VCS が自動テイクオーバーや高速フェールバック再同期を実行しないようにす
る場合は、VCS 設定の RVGPrimary リソースと RVGSharedPri リソースのすべての
AutoTakeover 属性と AutoResync 属性を 0 に設定します。詳しくは、『Symantec
Cluster Server 付属エージェントリファレンスガイド』の「レプリケーションエージェント」の
章で RVGPrimary と RVGSharedPri のエージェントに関する節を参照してください。

CP サーバーの実行中に CP サーバーが HTTPS 仮想 IP または
ポートの追加や削除を許可しない [3322154]
CP サーバーは、CP サーバーの実行中に HTTPS 仮想 IP やポートを追加、削除する
ことをサポートしません。ただし、IPM の仮想 IP やポートは追加も削除もできます。
回避策: 回避策はありません。 HTTPS に新しい仮想 IP を追加する場合は、『Symantec
Cluster Server インストールガイド』に記載されている CP サーバーの HTTPS 証明書
（server.crt）を生成する手動の手順をすべて実行する必要があります。

CP サーバーが HTTPS プロトコルを使った IPv6 通信をサポートし
ない [3209475]
CP サーバーは、HTTPS プロトコルを使っている場合に IPv6 通信をサポートしません。
VCS 6.1 では、HTTPS で応答準備する CP サーバーは IPv4 のみを使うことができま
す。そのため、VCS 6.1 フェンシングクライアントも IPv4 のみを使うことができます。
回避策: 回避策はありません。

トランザクション ID の不一致エラーにより VCS がボリュームを停
止できない [3292840]
VCS がノード sys1 のディスクグループ A をインポートする場合は、DiskGroup リソース
が sys1 でオンラインである必要があります。vxdg -C import <dg_name>をノード sys2
の VCS 外で実行すると、ディスクグループをノード sys2 にインポートし、-C がインポー

38

第 1 章 Symantec Cluster Server Release Notes
既知の問題

トのロックとホストのタグを消去します。ただし、ノード sys1 のディスクグループ A はイン
ポート済みで有効であると表示され続けるので、VCS はノード sys1 のリソース状態を
ONLINE であると報告し続けます。その後、VCS が sys2 でインポート済みディスクグ
ループを検出すると、sys2 からディスクグループをデポートし、sys1 にこのディスクグルー
プをインポートして同時性違反を解決します。この時点で、ノード sys2 からデポートされ
たディスクグループがノード sys1 でインポート済みで有効であると表示されます。VCS
内部または外部からボリュームを停止すると Transaction ID mismatch エラーで停止
できませんが、読み書き操作は機能し続けるのでデータには引き続きアクセスできます。
ディスクグループが複数のノードで有効であると表示される場合は、この状況がデータの
破損につながることがあります。この問題は、Volume Manager の動作が原因です。
回避策: ディスクグループが VCS 制御下にある場合は、-C オプションを使ってディスク
グループをインポートしないでください。

TCP トラフィックを遮断するようにファイアウォールを設定したシス
テムで、一部の VCS コンポーネントが働かない [3545338]
ファイアウォールがインストールされたシステムで VCS をインストールおよび設定した場
合、次の問題が起きることがあります。
■

GCO（グローバルクラスタオプション）を使ってディザスタリカバリを設定した場合、リ
モートクラスタ（セカンダリサイトのクラスタ）の状態は「initing」と表示されます。

■

CP サーバーを使うようにフェンシングを設定した場合、フェンシングクライアントは
CP サーバーへの登録に失敗します。

■

サーバー間の信頼関係の設定は失敗します。

回避策:
■

必要なポートとサービスがファイアウォールによって遮断されないことを確認してくだ
さい。 VCS によって使われるポートとサービスの一覧については、『Symantec Cluster
Server インストールガイド』を参照してください。

■

VCS によって必要な TCP ポートが遮断されないようにファイアウォールポリシーを設
定してください。 必要な設定については、それぞれのファイアウォールまたは OS の
ベンダー文書を参照してください。

VCS エンジンに関する問題
CPU 使用率が非常に高いと、HAD による GAB へのハートビート
の送信が失敗する場合がある [1744854]
CPU 使用率が 100% に非常に近いと、HAD による GAB へのハートビートの送信が失
敗する場合があります。
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hacf -cmdtocf コマンドで破損した main.cf ファイルが生成される
［1919951］
-dest オプションを指定して hacf -cmdtocf コマンドを実行すると、types ファイルから

include 文が削除されます。
回避策: hacf -cmdtocf コマンドを使って生成された main.cf ファイルに、include 文を
追加します。

TriggerPath の先頭または末尾に複数のスラッシュがあると、トリ
ガが実行されない [2368061]
TriggerPath 属性で指定するパスの先頭または末尾に、複数の「/」文字を含めることは
できません。
回避策: パスの先頭または末尾から、余分な「/」文字を削除してください。

EngineRestarted に誤った値があるノードで、サービスグループ
が自動起動しない [2653688]
HAD が hashadow プロセスで再起動されるときに、すべてのサービスグループがプロー
ブされるまでの間、EngineRestarted 属性の値が一時的に 1 に設定されます。 すべて
のサービスグループがプローブされると、値はリセットされます。 別のノードの HAD がほ
ぼ同時に開始された場合、EngineRestarted 属性の値がリセットされない可能性があり
ます。 そのため、サービスグループは、EngineRestarted 属性の値の不一致により、新
しいノードで自動起動されません。
回避策: EngineRestarted が 1 に設定されたノードで VCS を再起動してください。

最上位のリソースが無効になると、グループがオンラインにならな
い [2486476]
親との依存関係がない最上位のリソースが無効になり、その後で他のリソースがオンライ
ンにならない場合、次のメッセージが表示されます。
VCS NOTICE V-16-1-50036 There are no enabled
resources in the group cvm to online

回避策: 無効になった最上位のリソースの子リソースをオンラインにしてください。

NFS リソースが再起動されたときに、予想外にオフラインになりエ
ラーが報告される [2490331]
エージェントプロセスが HAD によって複数回再起動され、エージェントプロセスのうちの
1 つのみが有効で、残りのプロセスは外部で終了または停止されずに中止された場合、
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VCS はリソース操作を実行しません。 エージェントプロセスが実行中の場合でも HAD
はそれを認識せず、そのためどのようなリソース操作も実行しません。
回避策: エージェントプロセスを終了してください。

子グループがオンラインのノードで、親グループがオンラインにな
らない [2489053]
これは、親グループの AutostartList に、子グループがオンラインであるノードエントリが
含まれていない場合に起こります。
回避策: システム名を指定することで親グループをオンラインにし、その後で hargp
-online [parent group] -any コマンドを使って親グループをオンラインにしてくだ
さい。

VCS が LEAVING 状態にあるときに、temp 属性を修正できない
[2407850]
ローカルノードが LEAVING 状態にある場合、temp 属性を修正するための ha コマンド
が拒否されます。
回避策: 別のノードからコマンドを実行するか、設定の読み取り書き込みを有効にしてく
ださい。

Oracle グループはセカンダリクラスタでファイアドリルグループが
オンラインになっている場合にはオンラインにならない [2653695]
ローカルクラスタで並列グローバルサービスグループの障害が発生し、ローカルクラスタ
内にフェールオーバーターゲットが見つからなかった場合、リモートクラスタへのサービス
グループのフェールオーバーが試みられます。 しかし、リモートクラスタでサービスグルー
プのファイアドリルがオンラインになっている場合には、オフラインローカルの依存関係に
対する違反となるので、グローバルサービスグループはリモートクラスタにフェールオー
バーすることができません。
回避策: リモートクラスタのファイアドリルサービスグループをオフラインにして、サービス
グループをオンラインにしてください。

フラッシュ操作と強制的なフラッシュ操作後に、サービスグループ
がオンラインにならないことがある [2616779]
オフライン操作が正常に行われなかったサービスグループでフラッシュ操作と強制的な
フラッシュ操作が実行された後に、サービスグループがオンラインになることに失敗する
場合があります。
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回避策: オフライン操作が正常に行われなかった場合、通常のフラッシュ操作の代わり
に、force flush コマンドを使ってください。 通常のフラッシュ操作がすでに実行されてい
る場合、-any オプションを使ってサービスグループを開始します。

TargetCount が高いと hagrp -online -sys コマンドでサービス
グループがオンラインにならない [2871892]
サービスグループのオフラインを開始してからオフラインを終了する前に強制的なフラッ
シュを開始すると、先に開始されたサービスグループのオフラインは障害と見なされます。
リソースのスタートビットがすでにクリアされていると、サービスグループは
OFFLINE|FAULTED 状態に移動しますが、TargetCount は高いまま残ります。
回避策: 回避策はありません。

プライマリおよびセカンダリクラスタのエラーが 2 回連続して発生
すると、自動フェールオーバーが発生しない [2858187]
GCO に Steward が設定されていない 3 つのクラスタ（clus1、clus2、clus3）がある場合、
clus1 が clus2 への接続を失うと、clus2 の状態を確認するために clus3 に照会が送信
されます。次のいずれかの条件がパーシストされます。
1.

clus2 がダウンしていることが確認されると、clus2 は FAULTED としてマーク付けさ
れます。

2.

clus3 に照会を送信できない場合は、ネットワークの切断が発生したと判断され、
clus2 はUNKNOWN としてマーク付けされます。

2 番目の場合、ClusterFailoverPolicy が Auto に設定されても自動フェールオーバー
は発生しません。グローバルサービスグループを手動でフェールオーバーする必要があ
ります。
回避策: 上で説明された条件が適用されるクラスタから地理的に独立している場所で
Steward を設定してください。

GCO クラスタが INIT の状態のままになる [2848006]
GCO クラスタは、GCO を設定した後、次の理由により INIT の状態のままになります。
■

クラスタがセキュアな場合、2 つのクラスタ間の信頼関係が正しく設定されていない。

■

WAC ポート（14155）を有効にするようにファイアウォールが正しく設定されていない。

回避策: 上の 2 つの条件が解決されていることを確認してください。2 つのクラスタ間の
信頼関係の設定について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
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クラスタがセキュアな場合、ha コマンドが root 以外のユーザーに
対して失敗することがある [2847998]
次のいずれかの原因がある場合、ha コマンドは機能しません。
■

最初にホームディレクトリなしで root 以外のユーザーを使い、次に同じユーザーに
ホームディレクトリを作成した場合。

■

クラスタにセキュリティを設定し、設定解除し、再設定した場合。

回避策

1

/var/VRTSat/profile/<user_name> を削除します。

2

/home/user_name/.VRTSat を削除します。

3

同じ root 以外のユーザーが所有する /var/VRTSat_lhc/<cred_file> ファイルを削
除します。

4

同じ root 以外のユーザーで ha コマンドを実行します（これは通ります）。

スカラー属性に対して -delete -keys を実行するとコアダンプが
発生する [3065357]
スカラー属性に対する -delete -keys の実行は有効な操作ではありません。使用しな
いでください。 ただし、このコマンドを偶発的または意図的に使用すると、エンジンにコア
ダンプが発生する可能性があります。
回避策: 回避策はありません。

クラスタの Statistics が有効になっており、Load と Capacity が定
義されていと VCS が admin_wait 状態になる［3199210］
ローカルで開始された VCS は、次の条件が揃うと admin_wait 状態になります。
1.

Statistics 属性値がデフォルトの Enabled に設定されている。

2.

Group Load および System Capacity の値の単位が main.cf で定義されている。

回避策:
1.

クラスタ内のすべてのノードで VCS を停止します。

2.

次のいずれかの手順を実行します。
■

クラスタ内のいずれか 1 つのノードの main.cf を編集し Statistics 属性を
Disabled または MeterHostOnly に設定する。

■

main.cf から Group Load および System Capacity の値を削除する。

3.

このノードで hacf -verify を実行し、設定が有効であることを確認します。

4.

このノードで VCS を起動し、その後でクラスタ内の残りのノードで起動します。
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VCS を自動的に開始するように設定せず、VCS を開始する前に
utmp ファイルが空になるとエージェントが誤った状態を報告する
[3326504]
再ブート後に VCS を自動的に開始するように設定していない場合に hastart コマンドを
実行して VCS を手動で開始する前に utmp ファイルを空にすると、一部のエージェント
で誤った記述を報告することがあります。
utmp ファイル（ファイル名はオペレーティングシステムによって異なる）は、特定のコン

ピュータで完了した再起動レコードの保守に使用します。hastart コマンドが使用する
checkboot ユーティリティは OS が提供する関数を使います。次に、utmp ファイルを使
用して、さまざまなエージェントの一時ファイルを削除してエージェントを起動するために、
システムを再起動したかどうかを確認します。OS の関数が正しい値を返さない場合は、
古いエージェントファイルを削除せずに HAD （High Availability Daemon）を開始しま
す。これにより、一部のエージェントが正しくない状態を報告する場合があります。
回避策: ユーザーが utmp ファイルを削除する場合は、VCS をすでに動作しているか、
またはユーザーが VCS を開始する前に /var/VRTSvcs/lock/volatile/ の一時ファ
イルを手動で削除する必要があるときにのみ実行してください。

サイト対応クラスタを再起動したときにサイトの優先設定フェンシ
ングポリシー値の設定に失敗する [3380586]
サイト対応クラスタで VCS を再起動しても、PreferredFencingPolicy の値が再起動前に
割り当てられた値「Site」にリセットされません。
回避策: フェンシングポリシー値をクラスタに手動で割り当て直してください。

RHEL7 のすべての systemctl トランザクションでログメッセージが
表示される [3609196]
RHEL7 システムのすべての systemctl トランザクションで、VCS 依存関係を満たしていな
いことを示すログメッセージがシステムログに記録されます。現在、VCS モジュール（LLT、
GAB、I/O フェンシング、AMF など）のすべての init スクリプトは systemctl をバイパス
します。ただし、systemctl はサービス開始操作をバイパスする前に依存関係の調査を
検証します。これにより、システムログにログメッセージが記録されます。
回避策: このログメッセージは init スクリプト操作に影響しないので無視してかまいませ
ん。

機能の追跡ファイルが破損すると VCS がクラッシュする [3603291]
VCS は、VCS クラスタで使う一部の特定機能の追跡を保持します。たとえば、グローバ
ルサービスグループがオンラインになると特定機能の追跡ファイルにこの機能のログが記
録されます。ただし、ファイルが破損している場合にファイルにデータを書き込もうとする
と VCS がコアダンプすることがあります。
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回避策: 破損した機能追跡ファイル（/var/vx/vftrk/vcs）を削除して VCS を再起動
します。

6.2 より前のバージョンの RemoteGroup エージェントがサービス
グループの状態を UNKNOWN と報告する [3638347]
6.2 より前の VCS バージョンで実行している RemoteGroup エージェントが 6.2 クラスタ
でサービスグループを監視しようとすると、サービスグループの状態を UNKNOWN であ
ると報告します。
回避策: 回避策はありません。

RemoteGroup エージェントと root 以外のユーザーがソースアッ
プグレード後の認証で失敗する場合がある [3649457]
セキュアクラスタの 6.2 へのアップグレードでは、セキュア接続を開けないエラーにより、
次の問題が発生する場合があります。
■

RemoteGroup エージェントがリモートクラスタとの認証で失敗する場合があります。

■

root 以外のユーザーの認証が失敗する場合があります。

回避策

1

2

アップグレードを実行する前にすべてのノードで LC_ALL=C を設定するか、クラスタ
のすべてのノードでアップグレードした後に次の手順を実行してください。
■

HAD を停止します。

■

LC_ALL=C を設定します。

■

hastart を使って HAD を開始します。

root 以外のユーザーが有効であると検証されたら、LC_ALL 属性を以前の値にリ
セットします。

グローバルクラスタオプション（GCO）が特定形式の NIC 名を要求
する [3641586]
gcoconfig スクリプトは、文字の後に数字が続く形式の NIC 名を必要とします。 たとえ

ば、NIC 名は eth0、eth123、xyz111 などである必要があります。 このスクリプトは、この
命名形式に従わない NIC 間の GCO を設定できません。
回避策: NIC 名を変更し、文字の後に数字が続く形式を使って、GCO を設定してくださ
い。

45

第 1 章 Symantec Cluster Server Release Notes
既知の問題

付属エージェントに関する問題
I/O パスの障害発生時に LVM 論理ボリュームが自動アクティブ化
される [2140342]
I/O パスの障害発生時に LVM 論理ボリュームが自動アクティブ化されます。これにより、
VCS エージェントは「同時性違反」エラーを報告し、リソースグループを一時的にオフラ
インまたはオンラインにします。これはネーティブ LVM の動作に原因があります。
回避策: この問題を回避するには、LVM タグ付けオプションを有効にします。

KVMGuest の monitor エントリポイントは、破損したゲスト、また
は OS にインストールされた内部ゲストがない場合でもリソースを
ONLINE と報告する [2394235]
VCS KVMGuest の monitor エントリポイントは、ゲスト内部のオペレーティングシステム
が破損しているか、ゲストにオペレーティングシステムがインストールされていない場合で
も、リソースの状態を ONLINE として報告します。 VCS KVMGuest エージェントは、ゲ
ストの状態を判断するために virsh ユーティリティを使います。 ゲストが開始されるとき、
virsh ユーティリティは実行中のゲストの状態を実行中として報告します。この実行状態
に基づいて、VCS KVMGuest エージェントの monitor エントリポイントは、ONLINE とし
てリソースの状態を報告します。
オペレーティングシステムがゲスト中にインストールされていないか、インストールされて
いるオペレーティングシステムが壊れた場合でも、virsh ユーティリティはまだゲストを実
行中として報告します。そのため、VCS もリソースの状態を ONLINE として報告します。
Red Hat KVM がゲスト中のオペレーティングシステムの状態を提供しないので、VCS
はオペレーティングシステムの状態に基づいてゲストの状態を検出できません。
回避策: この既知の問題の回避策はありません。

監視されている仮想マシンの移行中に発生する同時性違反
[2755936]
VCS サービスグループが仮想マシンを監視する KVMGuest リソースを 2 つ以上持ち、
仮想マシンの 1 つが別のホストに移行した場合は、複数のノードでサービスグループレ
ベルの同時性違反が発生し、サービスグループの状態が PARTIAL になります。
回避策: サービスグループの 1 つの KVMGuest リソースだけを設定してください。

SLES11 上で reiserfs ファイルシステムを使用した場合、LVM の
論理ボリュームが動かないことがある [2120133]
LVM の論理ボリュームは、論理ボリュームを含んでいるサービスグループがクラスタノー
ドの間で連続的に切り替えられた場合、SLES11 上で reiserfs ファイルシステムを使用
すると動作しなくなることがあります。
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この問題は次の場合に発生します。
■

reiserfs ファイルシステムを使用している LVM 論理ボリュームを使用したサービスグ
ループの連続的な切り替え時。

■

SLES11 上で reiserfs ファイルシステムを使用した場合のみ。

■

SLES11 上のデバイスマッパーの動作が原因。

ただし、問題は一貫していません。 デバイスマッパーは、論理ボリュームを処理している
間に停止し、論理ボリュームのハングアップを引き起こします。 このような場合、LVM2 コ
マンドは論理ボリュームの消去にも失敗します。 LVM2 コマンドがハングアップした論理
ボリュームをアクティブ解除できないため、VCS はこの状況に対処できません。
解決策: この状況で論理ボリュームが動かなくなったシステムを再起動する必要がありま
す。

KVMGuest リソースが手動で開始されたときに、フェールオーバー
ターゲットノードでオンラインになる [2394048]
VCS KVMGuest リソースは、VM ゲストが手動で開始されたときに、そのリソースがプラ
イマリノードでオンラインであっても、フェールオーバーターゲットノードでオンラインにな
ります。
KVM（カーネルベースの仮想マシン）では、同じゲストイメージを使って複数のノードでゲ
ストを開始できます。ゲストイメージはクラスタファイルシステムに存在しています。 ゲスト
イメージがクラスタファイルシステムに格納されている場合、すべてのクラスタノードで同
時に利用可能になります。
ゲストイメージを使ってクラスタファイルシステムでゲストを開始することで、VCS の
KVMGuest リソースが特定のノードでゲストをオンラインにしたときに、同じゲストを他の
ノードで手動で開始しても、 KVM ではこの実行が防止されません。 ただし、この特定の
ゲストが VCS 制御下にあるため、リソースがパラレルサービスグループ設定にないかぎ
り、リソースが複数のノードで同時に ONLINE になることを VCS が許可しません。 VCS
は、この同時性違反を検出し、2 番目のノードのゲストを停止します。
メモ: この問題は、CVM RAW ボリュームでも発生します。
回避策: VCS では回避策は必要ありません。 VCS の同時性違反の機構によって、この
シナリオは適切に処理されます。
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単一のサービスグループに多数のリソースを設定した場合、
DiskReservation エージェントが clean を呼び出すことがある
[2336391]
単一のサービスグループに多数の DiskReservation リソース（400 個を超えるリソース）
を設定し、サービスグループをオフラインにしようとすると、DiskReservation エージェン
トが clean を呼び出すことがあります。
単一のサービスグループ設定に 400 個を超える DiskReservation リソースがあり、同数
の Mount リソースがあると、このサービスグループをオフラインにすることで、
DiskReservation エージェントで clean エントリポイントの呼び出しが発生することがあり
ます。 この問題は、150 個程度のリソースを設定した場合には発生しません。
回避策: 回避策はありません。

設定された MountPoint パスにスペースが含まれている場合、
Mount リソースに対する IMF 登録に失敗する [2442598]
Mount リソースの設定された MountPoint パスにスペースが含まれている場合、Mount
エージェントはリソースを正しくオンラインにできますが、ONLINE 監視のための IMF 登
録に失敗します。 これは、AMF ドライバが、パス内のスペースをサポートしていないため
に発生します。 先頭と末尾のスペースはエージェントによって処理され、IMF 監視はこう
したリソースに対して実行できます。
回避策: シマンテック社では、パス内にスペースがあるリソースに対する IMF 監視をオフ
にすることをお勧めします。 リソースに対する IMF 監視の無効化に関する情報は、
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

ボリュームが VCS の外部でマウント解除された場合、DiskGroup
エージェントはリソースをオフラインにできない
umount -l コマンドを使ってボリュームが VCS の外部でマウント解除された場合、

DiskGroup エージェントはリソースをオフラインにできません。
サービスグループには DiskGroup、Volume、Mount の各リソースが含まれ、このサービ
スグループはオンラインです。 ボリュームは、VxFSMountLock が有効化された Mount
リソースによってマウントされています。 umount -l システムコマンドを使ってボリューム
を手動でマウント解除しようとすると、マウントポイントがなくなりますが、ファイルシステム
のロックがそのまま残ります。 ボリュームはマウントがロックされているために停止できず、
したがってディスクグループをインポートできません。 これが原因で、ディスクグループリ
ソースが UNABLE から OFFLINE 状態になります。 また、再度ファイルシステムのマウ
ントを試行すると、マウントはすでにロックされているために失敗します。 この問題は、
Linux のファイルシステムの動作が原因で起こります。
回避策: マウントロックが有効化されているときは、VxFS ファイルシステムをマウント解除
するために umount -l コマンドを使わないでください。 代わりに、まず
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/opt/VRTS/bin/fsadm コマンドを使ってマウントポイントをロック解除し、次にファイルシ

ステムをマウント解除してください。

ネットワークケーブルが抜かれた場合、RemoteGroup エージェン
トがフェールオーバーしない [2588807]
ネットワークケーブルが抜かれた場合、ControlMode が OnOff に設定されたの
RemoteGroup リソースは、クラスタの別のノードにフェールオーバーしないことがありま
す。 RemoteGroup リソースがリモートクラスタに接続できない場合、このリソースの状態
は UNKNOWN になります。
回避策:
■

リモートクラスタに接続し、RemoteGroup リソースをオフラインにすることを試してくだ
さい。

■

リモートクラスタに接続できず、ローカルサービスグループを停止したい場合、
RemoteGroup リソースの ControlMode オプションを MonitorOnly に変更します。
その後、RemoteGroup リソースをオフラインにすることを試します。 リソースがオフラ
インになった後は、リソースの ControlMode オプションを OnOff に変更します。

CVM 環境の FireDrill の VVR セットアップが CFSMount エラーで
失敗することがある [2564411]
Java コンソールまたは hagrp -online コマンドによって FireDrill サービスグループを
オンラインにしようとすると、CFSMount リソースが FAULTED 状態になることがあります。
回避策: fsck コマンドを実行してください。 エンジンログからこれらのコマンドを見つける
ことができます。

CoordPoint エージェントがエラー状態のままになる [2852872]
CoordPoint エージェントが、rfsm が再生中の状態になることを検出するために、エラー
状態のままになります。
回避策: HAD の停止後、フェンシングを再設定してください。

RVGsnapshot エージェントが、vxvset を使って作成されたボリュー
ムセットと連携して動作しない [2553505]
RVGsnapshot エージェントが、vxvsetを使って作成されたボリュームセットと連携して動
作しません。 これは、VVR 環境の FireDrill の間に発生します。
回避策: 回避策はありません。
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VCS が Monitor プログラムを検出しない場合、engine_A.log に
メッセージが記録されない [2563080]
サービスグループがオンラインで KVM ゲストの Monitor プログラムを VCS が検出でき
ない場合、engine_A.log にメッセージは記録されません。
回避策: リソース状態が不明な場合も、エージェントログログファイルのメッセージを参照
してください。

NFS に対する IPv6 サポートがない [2022174]
IPv6 は NFS に対してサポートされません。
回避策: 回避策はありません。

KVMGuest エージェントが VM の一時停止状態を認識しないこと
によって KVMGuest リソースに障害が発生する [2796538]
SUSE KVM 環境では、仮想マシンが保存されると、その状態が一時停止に変更され、
その後に終了します。一時停止状態が続くのは非常に短い時間のため、タイミングの問
題により、KVMGuest エージェントがこの状態を見落とす場合があります。次にリソース
の状態が INTENTIONAL OFFLINE の代わりに OFFLINE に戻りますが、これが原因で
KVMGuest リソースに障害が発生し、フェールオーバーされます。
これは SUSE KVM の制限事項のためで、このようなイベントに対して別々の状態を提供
しません。
回避策: 回避策はありません。

ホストが保守モードになると発生する同時性違反 [2735283]
仮想マシンを実行している Red Hat Enterprise Virtualization ホストが保守状態になる
と、RHEV によって仮想マシンの移行が開始されます。VCS は、「migrating」などの仮想
マシンの状態に応じて移行を検出します。移行が進行中であっても、タイミングの問題に
より RHEV Manager が仮想マシンの状態を「up」であると送信する場合があります。この
状態が原因で、リソースが移行先のノードで ONLINE とマーク付けされ、同時性違反が
発生する場合があります。
回避策: 回避策はありません。

KVM ゲストですべてのパスが無効のとき、論理ボリュームリソー
スがストレージの接続消失を検出しない [2871891]
KVM 環境では、すべてのストレージのパスが無効の場合、LVMLogicalVolume および
LVMVolumeGroup リソースはストレージの接続消失を検出しません。これは、ストレージ
へのすべてのパスが無効な場合でも LVM2 コマンドが成功を返すために発生します。さ
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らに、LVMVolumegroup と LVMLogicalVolume エージェントがリソースの状態を ONLINE
とレポートします。
回避策: マルチパス環境を検証し、ストレージへのすべてのパスが無効な場合に、ディス
クへのすべての読み取りと書き込み操作がブロックされることを確認してください。

再起動後、VM がオンラインで表示された直後にリソースが ONLINE
で表示されない [2735917]
VM の再起動中、VM が実行を開始した直後ではリソースは ONLINE になりません。VM
の状態が「Reboot in Progress」のとき、INTENTIONAL OFFLINE がレポートされます
が、VM の UP 後は、次の監視が 300 秒後にスケジュールされているとリソースはそれを
直ちに検出できません。
回避策: OfflineMonitorInterval を減らし、適切な値に設定してください。

ディスクのオンライン化時に発生する VCS での予期せぬ動作
[3123872]
VMwareDisks リソースが ESX クラスタ外の別の仮想マシンに接続済みのディスクとして
設定され、そのディスクが設定済みノードでオンラインになった場合、VCS の予期しない
動作（LLT 接続の中断など）が発生することがあります。この動作は、VMware での既知
の問題が原因です。
回避策: ディスクを他の仮想マシンから取り外し、再試行します。

LVMLogicalVolume エージェントの clean エントリポイントはスト
レージの接続が失われた場合、論理ボリュームを停止できない
[3118820]
LVM リソースが ONLINE 状態のシステムでストレージの接続が失われ、Mount リソース
を使用してボリュームがマウントされると、LVMVolumeGroup エージェントの monitor エ
ントリポイントにより接続性の消失が検出され、リソースの状態はオフラインとして返されま
す。 これによりエージェントフレームワークでは LVMVolumeGroup エージェントの clean
エントリポイントが呼び出されます。ただし、リソースの状態はオンラインのままです。エー
ジェントフレームワークは、リソースが offline|faulted の状態に移動できるよう、clean エ
ントリポイントが成功を返すまで待機します。この段階では、論理ボリュームがマウントされ
ているためにボリュームグループの無効化およびエクスポートを行えないので、clean エ
ントリポイントは失敗します。ボリュームグループを強制的に無効化およびエクスポートす
るためのオプションはありません。 そのため、サービスグループはこの状態のままです。
ストレージの接続が復元された場合でも、論理ボリュームがマウント済みのままになるため
問題は解決されません。 論理ボリュームがマウント解除されると、LVMVolumeGroup リ
ソースは FAULTED 状態になり、サービスグループはフェールオーバーします。
回避策: 手動で論理ボリュームをマウント解除します。
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VM は、移行時にソースノードがストレージ接続を失うと一時停止
の状態になる [3085214]
RHEV 環境での仮想マシンの移行時に、ソースホストがストレージ接続を失った場合に
VM が一時停止の状態でフリーズすることがあります。この問題は、RHEV 環境で固有の
ものです。
回避策: 回避策はありません。

パブリックネットワークケーブルが移行先ノードで抜かれると仮想
マシンが一時停止状態になる［3080930］
パブリックネットワークケーブルが移行先ノードで抜かれると仮想マシンが一時停止状態
になります。この動作は移行が中断された段階によって異なります。移行中にネットワー
クケーブルが抜かれると仮想マシンは移行元ノードにロールバックします。移行元ノード
のリソースは、これが実行状態にあるオンラインの仮想マシンであると報告します。移行
先ノードでは、仮想マシンが遮断状態になります。
移行元から移行先への転送中に仮想マシンの移行が中断されると、移行元ノードの仮想
マシンが一時停止状態のままになることがあります。このような場合、手動で仮想マシン
の状態をクリアし、いずれかのノードでオンラインにする必要があります。
この操作上の問題は技術上の動作によるものであり、VCS によるものではありません。こ
の動作は移行が VCS の制御外で開始された場合でも生じます。仮想マシンの移行が
中断されたことにより、ロック機構がどんなホストにおいても仮想マシンの実行を妨げてし
まう場合がありますが、これも仮想化技術の問題です。
回避策: 回避策はありません。 仮想化に関するマニュアルを参照してください。

SELinux によって有効にされたノードで NFS リソースで障害が発
生し、PID ファイルへのアクセスが拒否されたときに rpc.statd プ
ロセスが終了する［3248903］
システムで SELinux が有効になっていると、rpc.statd プロセスが
/var/run/rpc.statd.pid にある PID ファイルにアクセスするのを妨げます。これによ
り、そのシステムで rpc.statd プロセスが終了する場合があります。ノードの NFS サー
ビスを監視する NFS リソースは、これを検出し、statd プロセスが実行されていないため
予期しない OFFLINE を返します。これは SELinux が statd プロセスに PID ファイル
にアクセスすることを許可しないためで、VCS による NFS リソースの監視時に発生する
場合があります。
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回避策: Red Hat から提案されている解決策はありません。この問題の回避策として次
の手順を実行してください。

1

SELinux を無効にします。

2

audit2allow ユーティリティを使用して rpc.statd プロセスにアクセス許可を与え

るポリシーを作成します。

3

semodule -i <policy_module_name>.pp を実行して audit2allow ユーティリ

ティによって生成されたポリシーモジュールをインストールします。

NFS クライアントでネットワークスプリットブレインによる I/O エラー
が報告される [3257399]
ネットワークスプリットブレインが起きると、エラーが発生したノードがパニックになることが
あります。 結果として、一部のリソース（IP リソースなど）がエラーが発生したノードでオン
ラインのままになっているためフェールオーバーノードのサービスグループがオンライン
になれない場合があります。エラーが発生しているノードのディスクグループも無効にな
る可能性がありますが、同じノードの IP リソースはオンラインのままになります。
回避策: サービスグループ内の各システムの予約された DiskGroup リソースを含むサー
ビスグループに対し、preonline トリガを設定してください。

1

preonline_ipc トリガを /opt/VRTSvcs/bin/sample_triggers/VRTSvcs から
/opt/VRTSvcs/bin/triggers/preonline/ に T0preonline_ipc としてコピーし
ます。
# cp /opt/VRTSvcs/bin/sample_triggers/VRTSvcs/preonline_ipc
/opt/VRTSvcs/bin/triggers/preonline/T0preonline_ipc

2

サービスグループに対して preonline トリガを有効にします。
# hagrp -modify <group_name> TriggersEnabled
PREONLINE -sys <node_name>

ストレージとの接続が失われると、DiskReservation リソースをオ
ンラインで使うシステムがパニック状態になる（3321322）
DiskReservation リソースがオンラインであるシステムでストレージとの接続が失われる
と、システムはパニック状態になります。
回避策: 回避策はありません。
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1 つ以上のコーディネーションディスクとストレージアレイとの接続
を切断または再確立した後に、CoordPoint エージェントがエラー
になる（3317123）
ストレージアレイとコーディネーションディスクとの接続を切断または再確立した後に、
CoordPoint エージェントがエラーになることがあります。これは、エージェントが、I/O フェ
ンシングカーネルモジュールに格納されている古い値を読み取るためです。
回避策: vxfenswap ユーティリティを実行して、サーバーベースの I/O フェンシングとディ
スクベースの I/O フェンシングの両方のコーディネーションポイントの登録キーを更新し
ます。ただし、登録キーが失われない場合でも、vxfenswap ユーティリティを実行して、
I/O フェンシングカーネルモジュールに格納されているコーディネーションポイント情報を
更新する必要があります。
サーバーベースとディスクベースの I/O フェンシングのコーディネーションポイントの登録
キーを更新する方法について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。

Mount リソースが MountPoint と BlockDevice の属性値のスペー
スをサポートしない [3335304]
Mount リソースは、設定済みの MountPoint や BlockDevice の属性値の中にあるスペー
スを扱いません。
回避策: 回避策はありません。

無効なボリュームグループを設定しても LVMVolumeGroup エー
ジェントが不明を報告しない [3246748]
VCS LVMVolumeGroup エージェントは、ネーティブ LVM2 コマンドが返すエラーコー
ドに基づいて、設定したボリュームグループが有効かどうかを識別します。
LVMVolumeGroup リソースとともに DiskReservation リソースを設定し、いずれかのノー
ドでオンライン状態になっている場合に、リソースがオフラインのノードで LVM2 コマンド
を実行するとディスクを読み込むことができません。そのため、LVMVolumeGroup エー
ジェントはボリュームグループを検証できません。現在、LVM2 コマンドがエラーを返す場
合はリソースの状態をオフラインとして返します。
回避策: 回避策はありません。

KVMGuest エージェントの RHEVMInfo 属性を手動で設定するに
はキーをすべて設定する必要がある [3277994]
KVMGuest エージェントの RHEVMInfo 属性には 6 個のキーが関連付けられています。
手動で RHEVMInfo 属性を設定するように main.cf を編集する場合は、この属性のすべ
てのキーを main.cf に設定する必要があります。 いずれかのキーが設定されないままだ
と、そのキーは属性から削除され、エージェントは完全な属性を受け取りません。そのた
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め、エンジンログに Use of uninitialized value という Perl エラーを記録します。
これは、キーと値のペアがある属性を扱う VCS エンジンの動作が原因です。
回避策: ha コマンドを使って KVMGuest リソースの RHEVMInfo 属性を追加または修
正します。

NFS ロックのフェールオーバーが SLES 11SP2 以降、RHEL6
Update 3 以降、RHEL7 でサポートされない [3331646]
ファイルが NFS クライアントでロックされている場合は、NFS 共有サービスグループの
フェールオーバー後に他のクライアントも同じファイルでロックされることがあります。これ
は、ロックファイルの形式とロックのフェールオーバー機能の変更が原因で起きます。
回避策: 回避策はありません。

エージェントの実行中に LockDir 属性を空の値に変更すると
SambaServer エージェントが Linux のコアを生成することがある
[3339231]
エージェントの実行中でデバッグが有効な場合に LockDir 属性を空の値に変更すると、
ログ関数が無効なメモリアドレスにアクセスすることがあるので SambaServer エージェン
トでコアダンプが生成されます。
回避策: エージェントの実行中に LockDir 属性を変更する場合は、新しい値を空以外の
有効な値に設定します。

独立した永続的なディスク設定が VMware 環境での仮想ディスク
のフェールオーバーの間に保存されない [3338702]
VMwareDisks エージェントは永続的なディスクだけをサポートします。このため、独立し
たディスクの設定は仮想ディスクのフェールオーバーの間に保持されません。
回避策: 回避策はありません。

ネーティブ LVM ボリュームグループを VCS 制御外にエクスポート
すると LVMLogicalVolume リソースが UNABLE TO OFFLINE 状態
になる [3606516]
LVM 論理ボリュームを停止せずに LVM ボリュームグループをエクスポートすると、
LVMLogicalVolume リソースは誤ってオンラインであると報告します。オフラインなら
LVMLogicalVolume のリソースのために開始され、失敗し、ボリュームグループが正常
にエクスポートされなかった LVMLogicalVolume がエージェント論理ボリュームをアクティ
ブ解除しないので UNABLE TO OFFLINE 状態で入るために LVMLogicalVolume を原
因にします。
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回避策: VCS を使ってボリュームグループを非アクティブ化してエクスポートするか、また
は手動で LVM 論理ボリュームを非アクティブ化します。

VMwareDisks リソースとともに設定すると DiskGroup リソースが
オンラインになるまでに時間がかかることがある [3638242]
サービスグループを VMwareDisks リソースと DiskGroup リソースとともに設定すると、
サービスグループがオンラインの場合に DiskGroup リソースがオンラインになるまでに時
間がかかることがあります。これは、VMwareDisks リソースが接続する新しいディスクを
VxVM が認識するのに時間がかかることが原因です。 リソースがオンラインになり、
VMwareDisks リソースに依存する DiskGroup リソースがディスクグループをインポート
しようとすると、VMwareDisks リソースが仮想マシンにディスクを接続します。 vxconfigd
が仮想マシンに接続した新しいディスクを検出しない場合は、リソースがオンラインになっ
た後もリソースが起動しないので次のエラーメッセージが表示されて DiskGroup リソース
をオンライにできません。
VCS ERROR V-16-2-13066 ... Agent is calling clean for resource(...)

回避策: OnlineRetryLimit を適切な値に設定します。
たとえば、DiskGroup リソース名が res_rawdgの場合は、次のように設定します。

# hares -override res_rawdg OnlineRetryLimit
# hares -modify res_rawdg OnlineRetryLimit 2

キャッシュ領域がオフラインの場合、SFCache エージェントがキャッ
シュを有効化できない [3644424]
SFCache エージェントは、この特定オブジェクトに関連付けられているキャッシュ領域が
オフライン状態の場合、キャッシュを有効化できません。 ユーザーは、キャッシュ領域を
手動でオンライン化し、キャッシュを有効化または無効化できることを確認する必要があ
ります。
回避策: sfcache コマンドを使ってキャッシュ領域をオンライン化してください。
# sfcache online <cache_area_name>

RemoteGroupのエージェントは働くことを止めるかもしれアップグ
レードしますセキュアモード[3648886]の遠隔クラスタを
RemoteGroupのエージェントは不明として遠隔クラスタがセキュアモードのVCS 6.2に
アップグレードされればリソースの州を報告するかもしれません。
回避策: RemoteGroupのエージェントを再起動してください。
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SELinux が強制モードで実行中の場合、VMwareDisks エージェ
ントの開始またはストレージ検出が失敗する [3106376]
VMwareDisks エージェントと discFinder バイナリは libvmwarevcs.so 共有ライブラリ
を参照します。 SELinux セキュリティチェックにより、テキストリロケーションが必要になり、
discFinder が libvmwarevcs.so ライブラリを読み込むことが防止されます。 SELinux
を強制モードで実行する場合、これら 2 つの実行可能により、「権限がありません
（Permission denied）」エラーが発生し、実行が失敗する場合があります。
回避策: 次のコマンドを入力し、Symantec libvmwarevcs.so ライブラリのセキュリティ
チェックの強制を緩和してください。
# chcon -t textrel_shlib_t '/opt/VRTSvcs/lib/libvmwarevcs.so'

VCS データベースエージェントに関する問題
ASMInstAgent が ASM ディスクグループの ASM インスタンスに
対して pfile/spfile を持つことをサポートしない
ASMInstAgent は、ASM ディスクグループの ASM インスタンスに対して pfile/spfile を
持つことをサポートしません。
回避策:
デフォルトの $GRID_HOME/dbs ディレクトリに pfile/spfile のコピーを入れておき、ASM
インスタンスの起動中にこれが選択されるようにします。

VCS agent for ASM: 診断監視が ASMInst エージェントでサポー
トされない
ASMInst エージェントは診断監視をサポートしません。
回避策: MonitorOption 属性を 0 に設定します。

特定の Oracle エラーに指定された NOFAILOVER アクション
Oracle 用 Symantec High Availability エージェントでは、詳細監視時に検出された
Oracle エラーの処理が改善されています。このエージェントは、Oracle エラーとそれに
対するアクションの一覧で構成された参照ファイル oraerror.dat を使います。
アクションについて、詳しくは『Symantec Cluster Server Agent for Oracle インストール/
設定ガイド』を参照してください。
現在、この参照ファイルでは、次の Oracle エラーが起きた場合の対応策として
NOFAILOVER アクションが指定されています。
ORA-00061, ORA-02726, ORA-6108, ORA-06114
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NOFAILOVER の場合、エージェントはリソースの状態を OFFLINE に設定し、サービス
グループをフリーズします。エージェントを停止し、oraerror.dat ファイルを編集して、
NOFAILOVER アクションを環境に応じた適切なアクションに変更することもできます。
エージェントを再起動すると、変更が有効になります。

Oracle エージェントがバックアップモードのプラグ可能なデータベー
ス（PDB）での PDB リソースのオフライン化に失敗する [3592142]
PDB がバックアップモードで、対応する PDB リソースをオフラインにしようとすると、PDB
リソースが「オフラインにできない」状態になります。
回避策: PDB リソースをオフラインにする前に、手動で PDB をバックアップモードから削
除します。

PDB の状態が UNABLE to OFFLINE でも PDB の clean が正常に
終了する [3609351]
Oracle は PDB がバックアップモードの場合に PDB のすべての操作を許可しません。
これは Oracle の想定どおりの動作です。したがって、バックアップモードを使って PDB
で初期化するときにシャットダウンに失敗し、PDB が UNABLE TO OFFLINE 状態であ
ると返します。SQL スクリプトを使って PDB をバックアップモードから解除した場合に、
エージェントフレームワークは clean を呼び出すときに PDB の UNABLE TO OFFLINE
状態を変更できません。Oracle は PDB の clean と offline を区別しないので、UNABLE
TO OFFLINE の状態でも PDB の clean が正常に終了します。
回避策: 回避策はありません。

第 2 レベルの監視がユーザー名とテーブル名が同一の場合に失
敗する [3594962]
CDB 内部のテーブルにユーザー名と同じ名前があると第 2 レベルの監視に失敗し、
Oracle エージェントはテーブルを更新できません。たとえば、ユーザー名が c##pdbuser1
で、テーブルを c##pdbuser1.vcs として作成すると、Oracle エージェントはテーブルを
更新できません。
回避策: 同一のユーザー名と CDB テーブル名を使わないようにします。

CDB が Oracle 12.1.0.2 で一時停止の状態になると、Oracle PDB
リソースの monitor エントリポイントでタイムアウトが発生する
[3643582]
Oracle-12.1.0.2.0 では、CDB が SUSPENDED モードになると、PDB ビューの SQL
コマンド（v$pdbs）がハングします。 このハングにより、PDB の monitor エントリポイントで
タイムアウトが発生し、oracle-12.1.0.1.0 で問題が検出されません。
回避策: 回避策はありません。
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threaded_execution パラメータが true に設定されていない場合、
Oracle エージェントが Oracle インスタンスのオンライン化と監視
に失敗する [3644425]
Oracle 12c では、スレッド機能が有効になっています。 マルチスレッド化された Oracle
Database モデルでは、異なるアドレススペースでオペレーティングシステムスレッドとし
て Oracle プロセスを実行できます。 Oracle Database 12c がインストールされている場
合、データベースはプロセスモードで動作します。 スレッド化されたモードでデータベー
スを動作するパラメータを設定する場合、UNIX と Linux 上の一部のバックグラウンドプロ
セスがそれぞれ 1 つのスレッドを含むプロセスとして実行される一方で、残りの Oracle
プロセスはプロセス内のスレッドとして実行されます。
このパラメータを有効にすると、Oracle エージェントは、 smon（必須のプロセスチェック）
と lgwr（任意のプロセスチェック）プロセス（従来は監視で使われ、現在ではスレッドとして
実行されるプロセス）をチェックできません。
回避策: スレッド化された実行機能は、Oracle 12C でサポートされていないため、無効
にしてください。

エージェントフレームワークに関する問題
過負荷下でエージェントがハートビートに失敗することがある
[2073018]
過負荷下でエージェントが VCS エンジンとのハートビートに失敗することがあります。
この問題は、エージェントがタスクを実行するための十分な CPU を獲得できず、エージェ
ントのハートビートが AgentReplyTimeout 属性に設定されている時間を超えた場合に
発生することがあります。そのため、VCS エンジンはエージェントを停止し、再起動しま
す。 VCS エンジンはエージェントを停止し、再起動すると、ログを生成します。
回避策: システムの負荷が高くなっている可能性があることに気付いた場合、次の回避策
を実行できます。
■

AgentReplyTimeout 属性の値を大きな値に設定します。

■

AgentClass 属性と AgentPriority 属性を使用して、エージェントのスケジュールクラ
スとスケジュール優先度を高くして、エージェントの CPU 不足を回避します。

エージェントフレームワークが依存属性の前後のスペースを処理
できない（2027896）
エージェントフレームワークでは、依存リソースのターゲットリソース属性名にスペースを
使用できません。
回避策: 依存リソースのターゲットリソース属性名の先頭と末尾にスペースを入れないで
ください。
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エージェントフレームワークはサービススレッドがエントリポイント
内でハングアップした場合に検出しない [1442255]
まれに、エージェントフレームワークはすべてのサービススレッドが C エントリポイント内で
ハングアップした場合に検出しません。この場合、それらを正常に取り消さないことがあり
ます。
回避策: エージェントのサービススレッドがハングアップした場合、kill 信号を送信して、
エージェントを再起動します。 コマンド kill -9 hung agent's pid を実行します。
haagent -stop コマンドはこの状況で機能しません。

リソースをオンラインとオフラインにする間の IMF 関連のエラーメッ
セージ [2553917]
AMF に登録されたリソースに対し、hagrp -offline または hagrp -online を明示的
に、または一括処理で実行してリソースをそれぞれオフラインまたはオンラインにする場
合、どちらのときにも IMF でエラーメッセージが表示されます。
表示されるエラーは想定される動作であり、IMF 機能にまったく影響しません。
回避策: 回避策はありません。

複数のリソースを含むノードで VCS コマンドへの遅延応答が発生
し、システムの CPU 使用率またはスワップの使用状況が高くなる
[3208239]
VCS ノードで監視するために大量のリソースを設定した場合に、CPU 使用率が 100%
に近い、またはスワップの使用状況が非常に高い場合、コマンドへの VCS 応答に数分
の遅延が発生することがあります。
一部のコマンドは次のように記述されます。
■

# hares -online

■

# hares -offline

■

# hagrp -online

■

# hagrp -offline

■

# hares -switch

遅延は、関連する VCS エージェントがコマンドの処理に十分な CPU の帯域幅を取得
できないために発生します。 エージェントは、大量の保留中の内部コマンド（各リソース
の定期的な監視など）を処理するためにビジー状態である場合もあります。
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回避策: システムの CPU 負荷が通常に戻った後に、問題のある一部の VCS エージェン
トタイプ属性の値を変更して、元の属性値を復元します。

1

IMF 属性の MonitorInterval、OfflineMonitorInterval、MonitorFreq などの属性の
元の値をバックアップします。

2

エージェントで IMF（Intelligent Monitoring Framework）がサポートされていない場
合、MonitorInterval 属性と OfflineMonitorInterval 属性の値を増やします。
#
#
#
#

haconf
hatype
hatype
haconf

-makerw
-modify <TypeName> MonitorInterval <value>
-modify <TypeName> OfflineMonitorInterval <value>
-dump -makero

<TypeName> は遅延が発生しているエージェント名で、<value> は環境に適切な
数値です。

3

エージェントで IMF がサポートされている場合、IMF の MonitorFreq 属性の値を増
やします。
# haconf -makerw
# hatype -modify <TypeName> IMF -update MonitorFreq <value>
# haconf -dump -makero

<value> は、環境に適切な数値です。

4

数分待って VCS が保留中のコマンドをすべて実行したことを確認してから、新しい
VCS コマンドを実行します。

5

遅延が解決されない場合、手順 2 または 3 を必要に応じて繰り返します。

6

CPU 使用率が通常の限度に戻ったら、リソースのエラー検出の遅延を避けるため、
変更した属性をバックアップされている値に戻します。

CFSMount エージェントが VCS エンジンにハートビートを送信でき
ないことがあり、システムのエンジンログにメモリの負荷が高いこ
とを示すエラーメッセージが記録される [3060779]
メモリの負荷が高いシステムでは、CFSMount エージェントが VCS エンジンにハートビー
トを送信できないことがあり、エンジンログに V-16-1-53030 エラーメッセージが記録され
ます。
VCS エンジンは、システムでエージェントが正しく動作していること確認するために
CFSMount エージェントから定期的にハートビートを受信する必要があります。 ハート
ビートは AgentReplyTimeout 属性によって決まります。CPU 使用率やメモリ作業負荷
が高い（たとえば、スワップ使用率が 85 %を超える）ことが原因で、エージェントがスケ
ジュールに十分な CPU サイクルを確保できないことがあります。 そのため、VCS エンジ
ンがハートビートを受信できず、エージェントを切断して新しいエージェントを開始します。
これは、エンジンログの次のエラーメッセージで確認できます。
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V-16-1-53030 Termination request sent to CFSMount
agent process with pid %d

回避策: AgentReplyTimeout 値を大きくして CFSMount エージェントが安定したかどう
かを確認します。それでも問題が解決しない場合は次の回避策を試します。 次のコマン
ドを実行して CFSMount エージェントの NumThreads 属性値を 1 に設定します。
# hatype -modify CFSMount NumThreads 1

このコマンドを実行しても CFSMount エージェントが切断されたままの場合は、シマン
テック社のサポートチームに報告してください。

エージェントのエントリポイント以外で実行されるスクリプトのから
のログがエンジンログに記録される [3547329]
C ベースおよびスクリプトベースのエントリポイントのエージェントログは、LogViaHalog
の属性値が 1 に設定されると、エージェントログに記録されます。C ベースのエントリポイ
ントログがエージェントログに記録され、スクリプトベースのエントリポイントログがエンジン
ログに記録された古いログ記録動作を復元するには、LogViaHalog 値を 0（ゼロ）に設定
します。ただし、LogViaHalog が 1 に設定されていても、一部の C ベースのエントリポイ
ントログが引き続きエンジンログ表示される場合があります。この問題はすべてのデータ
ベースエージェントで見られます。
回避策: 回避策はありません。

AMF モジュールによる参照カウントの減少が失敗するため VxFS
モジュールをアップロードできない [3652819]
特定の条件では、AMF unregister（または get-notification）とファイルシステムのアンマ
ウントで競合が発生し、AMF モジュールが VxFS モジュールの参照カウントを減少させ
ることができません。 これにより、VxFS モジュールのアップロードで障害が発生します。
回避策: VCS を停止する前に（amfconfig -Uof コマンドを使って）AMF を再背設定す
るか、VCS スタックアップグレード操作を実行してください。

グローバルクラスタに関する問題
グローバルクラスタ環境のセキュリティ保護されたサイトで、エンジ
ンログファイルが著しく多くのログメッセージを受け取る [1919933]
1 つのサイトで WAC プロセスがセキュアモードで動作し、別のサイトがセキュアモードを
使用していない場合、セキュリティ保護されたサイトのエンジンログファイルは 5 秒ごとに
ログを取得します。
回避策: グローバルクラスタの 2 つの WAC のプロセスは、セキュアモードか非セキュア
モードのいずれかで常に起動される必要があります。セキュリティ保護された WAC 接続
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と、セキュリティ保護されていない WAC 接続により、エンジンログファイルが上のメッセー
ジでいっぱいになります。

ファイアドリルサービスグループがセカンダリサイトでオフラインに
なる前にアプリケーショングループがプライマリサイトでオンライン
化を試みる（2107386）
ファイアドリルサービスグループがオフライン化を試みる間に、アプリケーションサービス
グループがプライマリサイトでオンラインになると、アプリケーショングループで障害が発
生します。
回避策: アプリケーションサービスグループがプライマリサイトでオンラインになる前に、
ファイアドリルサービスグループがセカンダリサイトで完全にオフラインになるようにします。

LLT の既知の問題
ここでは、LLT に関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

LLT は結合された NIC が起動するときに検出しないことがある
（2604437）
LLT が結合された NIC で設定されていて、その結合された NIC が ifconfig コマンド
で停止されたとき、LLT は対応するリンクをダウンとマークします。 結合された NIC が
ifconfig コマンドで再び起動されたとき、LLT はこの変更を検出せず、リンクをアップと
マークしません。
回避策: すべてのポートを閉じ、LLT を再起動し、ポートを再び開いてください。

LLT 接続は NIC 上で vlan を設定したときには構成できない
（2484856）
LLT リンクを設定するのにすでに使用された NIC 上では、vlan を設定するとき にLLT
接続は構成されません。
回避策: 後で vlan を設定する場合は、LLT を設定するときに llttab ファイルに NIC
の MAC アドレスを指定しないでください。すでに指定済みの NIC の MAC アドレスがあ
る場合は、その MAC アドレスを llttab ファイルから削除し、ファイルを更新してから
LLT を再起動します。

LLT ポートの統計で recvbytes よりも大きい recvcnt が示される
ことがある（1907228）
パケットを受信するたびに、LLT は次の変数を増分します。
■

recvcnt（パケットごとに 1 ずつ増加）
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■

recvbytes（すべてのパケットのパケットサイズのみ増加）

これらの変数は両方とも整数です。一定のトラフィックでは、recvbytes はすぐに MAX_INT
に達してロールオーバーします。 これにより recvbytes の値が recvcnt の値よりも小さく
なることがあります。
これは LLT の機能に影響しません。

LLT は大きいクラスタ設定のノードに正しくないポートレベル接続
を宣言することがある（1810217）
ポートがクラスタのノードで頻繁に登録、登録解除されると、LLT はポートレベルの接続
が別のピアノードに存在すると宣言することがあります。 これはポートがピアノードに登録
されていなくても、一部の極端なケースで発生します。

LLT で使用されているネットワークインターフェースカード（NIC）の
IP アドレスを手動で再割り当て（変更）すると、LLT がハートビート
を失いノードがパニックになる場合がある（3188950）
LLT インターフェース起動時に、NIC の IP アドレスを手動で再割り当てすると LLT リン
クがダウンし、LLT がハートビートを失う場合があります。これによりノードでパニックが発
生する可能性があります。
回避策: LLT 操作に使用されている NIC の IP アドレスを再割り当てしないでください。
LLT インターフェースの IP アドレスを再割り当てする前にスタックを停止してください。

ネットワークインターフェースのネットワーク再起動により、LLT で
使用される NIC インターフェースがハートビートを失う場合がある
ネットワーク再起動により LLT が構成されているネットワークインターフェースのハートビー
トが失われる可能性があります。UDP 用に構成された LLT または RDMA 用に構成され
た LLT がインターフェース間のハートビートを失い、ノードのパニックに至る場合がありま
す。
回避策: ネットワークを再起動する前の推奨事項は次のとおりです。
■

RDMA または UDP で LLT を使用している実行中のクラスタに対するネットワーク再
起動の影響を評価します。

■

システムに新しい NIC を追加、構成するのにネットワーク再起動機能を使わないでく
ださい。

■

ネットワーク再起動機能を使用する際は、LLT インターフェースが影響されないことを
確かめてください。

■

llt-peerinact 時間の値を増加して、ネットワーク再起動がその時間内に完了でき

るようにします。
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# lltconfig -T peerinact:6000 コマンドを実行すると peerinact 時間を 1 分に

増加できます。

LLT モジュールをロードするために /etc/init.d/llt start スクリプト
を実行すると、syslog ファイルに Infiniband と関連付けられてい
るカーネルシンボルに関するメッセージが記録される場合がある
（3136418）
一部のバージョンの Linux カーネルで /etc/init.d/llt start を実行して LLT モジュールを
起動すると、syslog ファイルに次のような複数のシンボルに対して次のメッセージが表示
されることがあります。

kernel: llt: disagrees about version of symbol ib_create_cq
kernel: llt: Unknown symbol ib_create_cq

LLT モジュールは異なるカーネルバージョンに対応した複数のモジュール *.ko ファイル
と共に提供されます。ノードのカーネルバージョンが LLT モジュールの対応カーネルバー
ジョンと一致しないと LLT モジュールのロードは失敗し、syslog ファイルに RDMA 関連
のメッセージが記録されます。このような場合に、カーネルがこれらのメッセージを記録し
ます。modinst スクリプトはシステムと互換性のあるモジュールをロードし、LLT を問題な
く開始できます。
回避策: /opt/VRTSllt/kvers.lst ファイルのカーネルバージョンを並べ替え、ノード
のカーネルバージョンに対応する可能性が最も高いカーネルバージョンが 1 行目に表
示されるようにします。この並べ替えにより modinst スクリプトは最も適したカーネルモ
ジュールを最初にロードできるようになります。したがって、警告メッセージが表示される
可能性が下がります。

単一コマンドで複数のRPMをアンインストールすると、依存関係が
無効になることがある [3563254]
単一のコメントで複数のRPMをアンインストールすると、システムはアンインストールを進
行するときにRPM間の指定済み依存関係を識別して踏襲します。ただし、RPMのいず
れかでアンインストール前スクリプトが失敗した場合にシステムはタスクを中止せず、その
他のRPMをアンインストールします。
たとえば、RPM間に依存関係がある場合に rpm -e VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen を
実行すると、いずれかのRPMのアンインストール前スクリプトに失敗した場合にシステム
は依存関係をバイパスします。
回避策: RPMを個別にアンインストールします。
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GAB の既知の問題
ここでは、GAB に関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

GAB クライアントを初期化解除する間、「gabdebug -R
GabTestDriver」のコマンドはログに refcount 値 2 を記録する
（2536373）
-nodeinit オプションで gtx ポートを登録解除した後、gabconfig -C コマンドは refcount

として 1 を表示します。しかし GAB クライアントを初期化解除するために強制的な deinit
オプション（gabdebug -R GabTestDriver）を実行すると、次のようなメッセージがログ
に記録されます。
GAB INFO V-15-1-20239
Client GabTestDriver with refcount 2 forcibly deinited on user request
refcount 値は内部的に 1ずつ増やされます。 しかし、refcount 値は 2 と表示されま

す。これは、gabconfig -C コマンドの出力と矛盾しています。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

再設定時にパニックが発生する（2590413）
クラスタの再設定の際、GAB のブロードキャストプロトコルと、シーケンス要求パスとの間
で、競合状態が発生します。 この条件は非常に狭いウィンドウ期間で発生するものです
が、生じると、GAB のマスターでパニックが発生します。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

I/O フェンシングの既知の問題
ここでは、I/O フェンシングに関するこのリリースでの既知の問題について説明します。

CP サーバーが利用不能な IP アドレスを繰り返しログに記録する
（2530864）
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）が、vxcps.conf ファイルに記され
ている、またはコマンドラインから動的に追加された、どの IP アドレスからも応答を受けな
かった場合、CP サーバーは、障害を示すため、定期的な間隔でログにエラーを記録し
ます。 ログの記録は、IP アドレスが正常にバインドされるまで続きます。
CPS ERROR V-97-51-103 Could not create socket for host
10.209.79.60 on port 14250
CPS ERROR V-97-1400-791 Coordination point server could not
open listening port = [10.209.79.60]:14250
Check if port is already in use.
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回避策: cpsadm コマンドの rm_port アクションを使って、問題となっている IP アドレス
を、応答を待機している IP アドレスのリストから削除します。
詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

クラスタノードが CP サーバーに登録されていなくてもフェンシング
ポート b が数秒間可視になる（2415619）
クラスタノードが CP サーバーに登録されていない状態で、コーディネーションポイント
サーバー（CP サーバー）の情報をクラスタノードの vxfenmode に設定し、フェンシング
を開始すると、フェンシングポート b が数秒間可視になり、それから消えます。
回避策: この問題を解決するには、CP サーバーにクラスタ情報を手動で追加します。ま
た、インストーラを使用することもできます。インストーラは設定時に、クラスタ情報を CP
サーバーに追加します。

cpsadm コマンドは LLT がアプリケーションクラスタで設定されて
いない場合には失敗する（2583685）
cpsadm コマンドは、cpsadm コマンドを実行するアプリケーションクラスタノードで LLT が

設定されていなければ、コーディネーションポイントサーバー （CP サーバー）と通信でき
ません。 次のようなエラーが表示されます。
# cpsadm -s 10.209.125.200 -a ping_cps
CPS ERROR V-97-1400-729 Please ensure a valid nodeid using
environment variable
CPS_NODEID
CPS ERROR V-97-1400-777 Client unable to communicate with CPS.

ただし、CP サーバー上で cpsadm コマンドを実行すれば、CP サーバーをホストしてい
るノードで LLT が設定されていなくても、この問題は起こりません。 CP サーバーノード
上の cpsadm コマンドは、LLT が設定されていなければ、常に LLT ノード ID が 0 であ
ると想定します。
CP サーバーとアプリケーションクラスタ間のプロトコルに従えば、アプリケーションクラス
タノード上で cpsadm を実行した場合、cpsadm はローカルノードの LLT ノード ID を CP
サーバーに送信する必要があります。 しかし、LLT が一時的に設定解除されていた場
合、またはノードが LLT が設定されないシングルノード VCS 設定である場合には、cpsadm
コマンドは LLT ノード ID を取得できません。そのような状況では、cpsadm コマンド失敗
します。
回避策: CPS_NODEID 環境変数の値を 255 に設定します。cpsadm コマンドは、LLT か
ら LLT ノード ID を取得できなかった場合には、CPS_NODEID 変数を読み込んで、続行
します。
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CP サーバーにクラスタの詳細が存在しない場合、VxFEN は既存
のスプリットブレインについてのメッセージを出して、失敗する
（2433060）
サーバーベースの I/O フェンシングを開始するとき、ノードがクラスタに参加せず、ログ
ファイルに次のようなエラーメッセージを記録することがあります。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイル
VXFEN vxfenconfig ERROR V-11-2-1043
Detected a preexisting split brain. Unable to join cluster.
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイル
operation failed.
CPS ERROR V-97-1400-446 Un-authorized user cpsclient@sys1,
domaintype vx; not allowing action

アプリケーションクラスタの vxfend デーモンは、コーディネーションポイントサーバー（CP
サーバー）に対して、GAB のメンバーシップに属するクラスタメンバーが CP サーバーに
登録されているかどうかをチェックするようにクエリーします。アプリケーションクラスタが何
らかの理由で CP サーバーに接触できなかった場合、フェンシングは CP サーバー上の
登録を判断できず、予防的にすでにスプリットブレインが発生していると想定します。
回避策: アプリケーションクラスタで VxFEN を開始する前に、クラスタ名、UUID、ノード、
権限などのクラスタ詳細が CP サーバーに追加されていることを確認します。

vxfenswap ユーティリティは RSH の制限事項によるコーディネー
ションポイントの検証エラーを検出しない（2531561）
vxfenswap ユーティリティは、コーディネーションポイントの検証のため、クラスタの各ノー

ド上で RSH または SSH により vxfenconfig -o modify コマンドを実行します。 RSH
を使用して（-n オプションを付けて）vxfenswap コマンドを実行した場合、RSH はノード
のコーディネーションポイントの検証エラーを検出しません。 vxfenswap はこのポイント
から、検証がすべてのノードで成功だったように続行します。 しかし後の段階で、VxFEN
ドライバへの新しいコーディネーションポイントのコミットを試みるときに失敗します。 エラー
の後には、全体の操作をロールバックし、ゼロ以外のエラーコードを返して正常に終了し
ます。 SSH を使用して（-n オプションなしで）vxfenswap を実行した場合には、SSH は
コーディネーションポイントの検証エラーを正しく検出し、全体の操作をすぐにロールバッ
クします。
回避策: vxfenswap ユーティリティを SSH で（-n オプションなしで）使います。
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フェンシングが再ブート後にノードの 1 つで起動しない（2573599）
VxFEN の設定解除でカーネルでの処理が完了していないときに VxFEN の起動を試み
た場合、/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfen.log ファイルに次のエラーが出されます。
VXFEN vxfenconfig ERROR V-11-2-1007 Vxfen already configured

ただし、gabconfig -a コマンドの出力にはポート b は表示されません。vxfenadm -d
コマンドは次のエラーを表示します。
VXFEN vxfenadm ERROR V-11-2-1115 Local node is not a member of cluster!

回避策: しばらくしてから再び VxFEN を開始します。

CP サーバーをセキュアモードで 6.0 以降にアップグレードした後
に cpsadm コマンドが失敗する（2846727）
cpsadm コマンドは、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）をセキュアモー

ドで 6.0 にアップグレードした後に失敗することがあります。 古い VRTSat RPM をシス
テムから削除していないと、cpsadm コマンドは、システムに存在するその古いセキュリティ
バイナリを読み込みます。 インストーラが CP サーバーで cpsadm コマンドを実行し、VCS
クラスタ（アプリケーションクラスタ）を追加またはアップグレードすると、インストーラも失敗
します。
回避策: CP サーバーのすべてのノードで次の手順を実行します。
この問題を解決するには

1

cpsadm という名前を cpsadmbin に変更します。
# mv /opt/VRTScps/bin/cpsadm /opt/VRTScps/bin/cpsadmbin

2

次の内容で、ファイル /opt/VRTScps/bin/cpsadm を作成します。
#!/bin/sh
EAT_USE_LIBPATH="/opt/VRTScps/lib"
export EAT_USE_LIBPATH
/opt/VRTScps/bin/cpsadmbin "$@"

3

新しいファイルの権限を 775 に変更します。
# chmod 755 /opt/VRTScps/bin/cpsadm
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共通の製品インストーラはリリースバージョン 5.1SP1 のクライア
ントシステムとリリースバージョン 6.0 以降のサーバーの間で信頼
関係を設定できない［3226290］
この問題は、VCS 5.1SP1 リリースバージョンがトラストストアの個別のディレクトリをサポー
トしていないために発生します。ただし、VCS バージョン 6.0 以降はトラストストアの個別
のディレクトリをサポートしています。このトラストストアのサポートの不一致が原因で、クラ
イアントシステムとサーバーとの間の信頼関係を設定できません。
回避策: cpsat または vcsat コマンドを使ってコーディネーションポイントサーバーとクラ
イアントシステムとの間の信頼関係を手動で設定して、サーバーとクライアントシステムが
セキュアモードで通信できるようにしてください。

CP サーバーではホスト名とユーザー名の大文字と小文字が区別
される（2846392）
CP サーバーのホスト名とユーザー名は、大文字と小文字が区別されます。CP サーバー
と通信するためにフェンシングが使うホスト名とユーザー名は、大文字と小文字が CP
サーバーデータベース内の文字と同じである必要があり、異なる場合はフェンシングを開
始できません。
回避策: ホスト名とユーザー名に、CP サーバーと大文字と小文字が同じ文字を使うよう
にしてください。

サーバーベースのフェンシングはデフォルトポートが指定されてい
ない場合に間違って起動する（2403453）
フェンシングをカスタマイズモードで設定した場合には、デフォルトのポートを指定しなく
ても、フェンシングは起動します。 しかし、vxfenconfig -l コマンドではポート番号が
出力されません。
回避策: 少なくとも 1 台の CP サーバーでカスタマイズされたフェンシングを使用する場
合には、/etc/vxfenmode ファイル内に「port=<port_value>」の設定を残しておいてく
ださい。ポートのデフォルト値は 14250 です。

セキュアな CP サーバーは IP アドレスとして 127.0.0.1 を使用す
るローカルホストとは接続しない（2554981）
cpsadm コマンドは、IP アドレスとして 127.0.0.1 を使用するローカルホストでは、セキュ

アな CP サーバーに接続しません。
回避策: CP サーバーで設定され、ローカルノードと関連付けられているいずれかの仮想
IP を使用して、セキュアな CP サーバーに接続してください。
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30 秒の間隔をカスタマイズできない（2551621）
vxcpserv プロセスは、起動時に IP アドレスにバインドすることができなかった場合、30
秒間隔でその IP アドレスへのバインドを試みます。 この間隔は設定可能ではありませ
ん。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

CoordPoint エージェントがコーディネータディスクグループへの新
規ディスクの追加を報告しない [2727672]
コーディネータディスクグループに新しいディスクを追加したために、コーディネータディ
スクグループの構成要素に変更があった場合でも、CoordPoint エージェントの LevelTwo
監視は障害を報告しません。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

クラスタ内の一部のノードに対し、フェンシングが RFSM 状態を繰
り返しとして示すことがある（2555191）
キャンパスクラスタ環境で、コーディネーションポイントクライアントに基づくフェンシング
が、クラスタ内の一部のノードに対して RFSM 状態を繰り返しとして示すことがあります。
回避策:
RFSM 状態を繰り返しとして示すノードのフェンシングを再起動します。

vxfenswap ユーティリティを hacli オプションで実行すると、コメン
ト行が /etc/vxfemode ファイルから削除される（3318449）
vxfenswap ユーティリティは、クラスタ内のピアノードとの通信に RSH、SSH、または hacli
プロトコルを使います。ディスクベースのフェンシングでコーディネーションディスクを置換
するのに vxfenswap を使うと、vxfenswap は /etc/vxfenmode（リモートノード）に
/etc/vxfenmode（ローカルノード）をコピーします。
hacli オプションを指定すると、ユーティリティはリモートの /etc/vxfenmode ファイルか
らコメント行を削除しますが、ローカルの /etc/vxfenmode ファイルのコメントは維持しま
す。
回避策: ローカルの /etc/vxfenmode からリモートノードにコメントを手動でコピーしま
す。

HTTPS ベースの通信のみに CP サーバーを設定すると、
engine_A.log で紛らわしいメッセージが表示される（3321101）
CP サーバーを HTTPS ベースの通信のみに設定し、IPM ベースの通信には設定しな
かった場合、engine_A.log ファイルに次のメッセージが表示されます。
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No VIP for IPM specified in /etc/vxcps.conf

回避策: このメッセージは無視してください。

vxfentsthdw ユーティリティが部分的な SFHA スタックを使ってイ

ンストールしたシステムで動作しないことがある [3333914]
vxfentsthdw ユーティリティは、適切に設定された SF と VxVM を使って SFHA スタッ

クと VCS が完全にインストールされている場合に動作します。また、SFHA スタック全体
と VCS がインストールされていない場合にも、動作します。しかし、SF はインストールさ
れ、設定されているが、VCS はインストールされていないという、部分的インストールはサ
ポートされません。このユーティリティでは、-g オプションまたは -c オプションでエラーが
表示されます。
回避策: VRTSvxfen RPM をインストールしてから、インストールメディアまたは
/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/ からユーティリティを実行してください。

ノードのパニックなどが原因でクライアントノードが停止したときに
ノードを再起動すると、そのクライアントノードで I/O フェンシングが
起動しない（3341322）
この問題は、次の状況に 1 つでも当てはまると起きます。
■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーが停止する

■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーの CP サーバーサービスグルー
プが停止する

■

HTTPS 通信を設定したいずれかの CP サーバーで VIP が停止する

クライアントノードを再起動すると、ノードでフェンシング設定を開始します。 フェンシング
デーモン vxfend は、ノードで一部のフェンシングスクリプトを呼び出します。これらのスク
リプトそれぞれに 120 秒のタイムアウト値が設定されています。これらのスクリプトに失敗
すると、そのノードのフェンシング設定は失敗します。
一部のスクリプトは cpsadm コマンドを使って CP サーバーと通信します。 ノードを起動
すると、cpsadm コマンドが、60 秒のタイムアウト値が設定された VIP を使って CPサー
バーに接続します。したがって、単一スクリプト内部で実行する複数の cpsadm コマンド
がタイムアウト値を超え、合計タイムアウト値が 120 秒を超えると、いずれかのスクリプトが
タイムアウトします。 そのため、I/O フェンシングはクライアントノードで起動しません。
CP サーバーとクライアントクラスタ間の IPM ベースの通信ではこの問題は起きません。
回避策: CP サーバーを修正します。
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RHEV と KVM の環境で物理ホストを再起動しているときに VCS が
仮想マシンをオフラインにできない（3320988）
RHEV と KVM の環境で、物理ホストの再ブート時に VCS を停止する前に、仮想マシン
の作動に必要な仮想化デーモン vdsmd と libvirtd を停止します。このシナリオでは、
VCS は仮想マシンのリソースをオフラインにできないのでリソースの停止に失敗します。
その結果、LLT、GAB、フェンシングは停止しません。ただし、仮想ネットワークのブリッジ
を削除するとクラスタ相互接続が切断され、スプリットブレインの状況になります。
回避策: 仮想ネットワークのブリッジを仮想マシンに割り当てていない場合は、仮想ブリッ
ジを削除し、物理インターフェースを使うように LLT を設定します。または、物理ホストの
再ブートを開始する前に hastop -local コマンドを実行して VCS を停止します。
-evacuate オプションを使って別の物理ホストに仮想マシンを退避します。

LLT ネットワークインターフェースがネットワークマネージャの制御
下にある場合にノードをシャットダウンまたは再起動するとフェンシ
ングがノードをパニックにすることがある [3627749]
LLT ネットワークインターフェースがネットワークマネージャの制御下にある場合にノード
をシャットダウンまたは再起動するとフェンシングの競合でパニックが起きることがありま
す。ノードをシャットダウンまたは再起動すると問題が起きることがあるので、RHEL の
VCS は LLT ネットワークインターフェースをネットワークマネージャの制御下に置かない
ようにする必要があります。シャットダウン時に、ネットワークマネージャサービスが VCS
のシャットダウンスクリプトを呼び出す前に停止することがあります。その結果、フェンシン
グの競合をトリガし、破棄するサブクラスタでパニックが起きます。
回避策: ネットワークマネージャ制御から LLT が使うネットワークインターフェースを除外
するか、または LLT を設定する前にネットワークマネージャサービスを無効にします。こ
の操作を実行するには、Red Hat のマニュアルを参照してください。

vxfenconfig -l コマンド出力で、vxdmpadm exclude
dmpnodename=<dmp_disk/node> コマンドを使って削除したコー

ディネータディスクが一覧表示されない [3644431]
vxdmpadm exclude dmpnodename=<dmp_disk/node> コマンドを使って、フェンシン

グまたはフェンシンググループによって使われていたコーディネータディスクを削除する
と、そのディスクが vxfenconfig -l コマンド出力に一覧表示されません。
スプリットブレインの場合、vxfen プログラムは、それ以降のフェンシングの競合時に、削
除済みのディスクをコーディネータポイントとして使うことができません。
回避策: vxdmpadm include dmpnodename=<dmp_disk/node> コマンドを実行して、
dmp ディスクを再び有効にしてください。 このディスクは、後続の vxfencondig -l 出
力で表示されます。
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6.2 での Symantec Cluster Server Agents for Volume Replicator の
既知の問題
6.2 リリースの Symantec Cluster Server Agents for Volume Replicator で新しく追加
された既知の問題は次のとおりです。

fdsetup が「-」などの文字を含んだディスク名を正しく解析できな
い（1949294）
fdsetup が「-」などの文字を含んだディスク名を正しく解析できません。

RVGLogowner および RVGPrimary エージェントのサンプル main.cf
ファイルで無効なエントリが発生する [2872047]
RVGLogowner エージェントおよび RVGPrimary エージェントのサンプル main.cf ファ
イルで無効なエントリが発生します。
無効なエントリは CFSQlogckd リソースを含む RVGLogowner エージェントの
main.cf.seattle ファイルと main.cf.london ファイルにあります。ただし、CFSQlogckd は
VCS 5.0 以降はサポートされていません。
RVGPrimary エージェントでは、無効なエントリはファイル main.cf.seattle と
main.cf.london にあり、DetailMonitor 属性を含んでいます。
回避策

1

cvm グループの RVGLogowner エージェントの main.cf.seattle の場合:
■

次の行を削除します。
CFSQlogckd qlogckd (
Critical = 0
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
qlogckd requires cvm_clus
vxfsckd requires qlogckd

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CFSQlogckd qlogckd
//
{
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//
//
//
//
//
//
//
■

CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}
}

上の行を次に置き換えます。
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}
//
}

2

cvm グループの RVGLogowner エージェントの main.cf.london の場合:
■

次の行を削除します
CFSQlogckd qlogckd (
Critical = 0
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
qlogckd requires cvm_clus
vxfsckd requires qlogckd

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
■

CFSfsckd vxfsckd
{
CFSQlogckd qlogckd
{
CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}
}

上の行を次に置き換えます。
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
//
}
//
}
//
}

3

cvm グループの RVGPrimary エージェントの main.cf.seattle の場合:
■

4

グループ ORAGrp で、Oracle リソースデータベースの場合、DetailMonitor
= 1 の行を削除します

cvm グループの RVGPrimary エージェントの main.cf.london の場合:
■

グループ ORAGrp で、Oracle リソースデータベースの場合、DetailMonitor
= 1 の行を削除します
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IMF（Intelligent Monitoring Framework）に関する問題
Firedrill セットアップ作成中の登録エラー [2564350]
Firedrill setup ユーティリティを使って Firedrill セットアップを作成している間、VCS

で次のエラーが発生します。
AMF amfregister ERROR V-292-2-167
Cannot register mount offline event

Firedrill 操作中に、VCS はエンジンログに IMF 登録エラーと関連するエラーメッセージ
を記録することがあります。 これは、ファイアドリルサービスグループに、IMF を介して同
じ MountPoint を監視する 2 番目の CFSMount リソースがあるために起こります。 同じ
MountPoint のオンラインまたはオフラインのイベントを両方のリソースが登録しようとする
ために、結果的に 1 つの登録に失敗します。
回避策: 回避策はありません。

別の名前を使用してディスクグループをインポートすると、IMF は
登録されたディスクグループについて通知を行わない（2730774）
ディスクグループリソースが AMF に登録されている場合、そのディスクグループを別の
名前でインポートすると、AMF は名前が変更されたディスクグループを認識しないため、
DiskGroup エージェントに通知しません。 このため、DiskGroup エージェントは引き続
き、該当するディスクグループリソースをオフラインとしてレポートします。
回避策: ディスクグループをインポートするときは、ディスクグループの名前が AMF に登
録されている名前と一致するようにします。

linkamf のダイレクト実行で構文エラーが表示される [2858163]
ダイレクト実行されると、Bash は Perl を解釈できません。
回避策: 次のように linkamf を実行します。
# /opt/VRTSperl/bin/perl /opt/VRTSamf/imf/linkamf <destination-directory>

再ブートサイクル中にエラーメッセージが表示される [2847950]
再ブートサイクル中に、エンジンログに次のメッセージが記録される場合があります。
AMF libvxamf ERROR V-292-2-149 Cannot unregister event: no rid -1 found
AMF libvxamf ERROR V-292-2-306 Unable to unregister all events (errno:405)

これは IMF の機能に影響しません。
回避策: 回避策はありません。
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同時性違反回避のために ProPCV が処理の ONLINE 化を防ぐと
きに表示されるエラーメッセージに I18N サポートがない [2848011]
次のメッセージは同時性違反回避のために ProPCV が処理の ONLINE 化を防ぐときに
表示されます。メッセージは英語で表示され、I18N サポートはありません。
Concurrency Violation detected by VCS AMF.
Process <process-details> will be prevented from startup.

回避策: 回避策はありません。

AMF が、VCS エラーコードまたはログなしで、コンソールに
StartProgram の名前を複数回表示する [2872064]
VCS AMF は、処理が開始されるのを防ぐ際に、コンソールと syslog にメッセージを表
示します。メッセージには開始が妨げられた処理のシグネチャが含まれています。場合に
よっては、このシグネチャは PS 出力で表示されるシグネチャと一致しないことがありま
す。たとえば、実行が妨げられたシェルスクリプトの名前は 2 回印刷されます。
回避策: 回避策はありません。

amfconfig が set および reset コマンドと同時に動作する場合、

コアダンプが発生する [2871890]
ノードで amfconfig -S -R を実行するとき、コマンドの正しい使用法が表示される代わ
りにコマンドコアダンプが発生します。ただし、このコアダンプはそのノードの AMF 機能
に影響しません。代わりに正しいコマンド構文を使う必要があります。
回避策: 正しいコマンドを使ってください。
# amfconfig -S <options>
# amfconfig -R <options>

Apache エージェントが無効のとき、VCS エンジンが reaper のキャ
ンセルに関するエラーを表示する［3043533］
1 つ以上のエージェントで haimfconfig スクリプトを使用して IMF を無効にすると、VCS
エンジンがエンジンログに次のメッセージを記録します。
AMF imf_getnotification ERROR V-292-2-193
Notification(s) canceled for this reaper.

これは期待される動作であり問題ではありません。
回避策: 回避策はありません。
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imfd デーモンを終了すると vxnotify 処理が孤立する [2728787]
kill -9 コマンドを使って imfd デーモンを終了すると、imfd によって作成された
vxnotify 処理が自動的に終了せず、孤立します。ただし、amfconfig -D コマンドを

使って imfd デーモンを停止すると、対応する vxnotify 処理は終了します。
回避策: 適切なコマンド（この場合 amfconfig -D コマンド）を使ってデーモンを段階的
に停止するか、Session-ID を使ってデーモンを終了します。Session-ID はデーモンの
-PID（ネガティブ PID）です。
次に例を示します。
# kill -9 -27824

デーモンを段階的に停止すると、デーモンによって生成されたすべての子プロセスが停
止します。ただし、kill -9 pid を使ったデーモンの終了は推奨のオプションではあり
ません。これを使って停止した場合は、デーモンの他の子プロセスを手動で強制終了す
る必要があります。

エージェントディレクトリとエージェントファイルを設定しているエー
ジェントを IMF 対応にできない [2858160]
エージェントディレクトリとエージェントファイルを設定しているエージェントは IMF 対応に
はできません。
回避策: 回避策はありません。

スクリプトを相対パスで実行すると、ProPCV がスクリプトの実行を
防ぐことができない [3617014]
スクリプトの実行を防ぐために AMF に絶対パスを登録してスクリプトを相対パスで実行す
ると、AMF はスクリプトの実行を防ぐことができません。
回避策: 回避策はありません。

Cluster Manager（Java コンソール）に関連する問題
このセクションでは、Cluster Manager（Java コンソール）に関連する問題について説明
します。

テンプレートを読み込んでいる間 Cluster Manager(Java コンソー
ル）がエラーを表示することがある（1433844）
［ツール（Tools）］>［テンプレート（Templates）］メニューから Cluster Manager のテンプ
レートビューにアクセスできます。 VCS クラスタセットアップで Storage Foundation を設
定してある場合、Cluster Manager がテンプレートを読み込むときに次のエラーが起きる
ことがあります。
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VCS ERROR V-16-10-65 Could not load :/etc/VRTSvcs/Templates/DB2udbGroup.tf

回避策: このエラーは無視してください。

Cluster Manager の一部の機能がファイアウォールセットアップで
動作しない [1392406]
Cluster Manager と VCS クラスタ間でファイアウォール構成を使用した特定の環境で
は、Cluster Manager が次のエラーメッセージで失敗します。
V-16-10-13 Could not create CmdClient. Command Server
may not be running on this system.

回避策: すべてのクラスタノードで 14150 番のポート開いてください。

仮想化に関する問題
VCS ウィザードを使ってストレージとの高可用性向けにアプリケー
ションを設定すると、2 つ以上のストレージコントローラで設定され
た VMware 仮想マシンで失敗する [3640956]
VCS ウィザード使ったアプリケーションの設定は、複数の SCSI コントローラで設定され
た VMware 仮想マシンで失敗する場合があります。
回避策: 回避策はありません。

移行中にエージェントで同期元を強制終了するとリソースの同時
性違反になる（3042499）
移行を Symantec Cluster Server（VCS）の制御外で開始した場合、エージェントを再起
動すると移行イベントが認識されなくなる可能性のあるわずかな期間があります。これは
VCS の外で開始されているため、エージェントの再起動と移行を同期する方法はありま
せん。また、KVM にはイベントが移行であったことを示すための中間的な状態がありませ
ん。Red Hat Enterprise Virtualization（RHEV）では、仮想マシンのイベントをはっきりと
明示することのできる状態があるため、この問題は発生しません。これは KVM 環境にの
み該当します。
回避策: この問題に対する回避策はありません。

リソースが ONLINE|STATE UNKNOWN 状態でスタックするとホス
トが再ブートに失敗する [2738864]
Red Hat Enterprise Virtualization 環境では、仮想マシンを監視する KVMGuest リソー
スが ONLINE のときにホストの再ブートが実行されると、ホストの再ブートは失敗します。
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これは、VCS が仮想マシンをシャットダウンする前に VDSM が停止することにより発生し
ます。この場合、仮想マシンの状態は ONLINE|STATE UNKNOWN のままになります。
そのため VCS での停止が失敗し、結果的にホストの再ブートも失敗します。
回避策: ホストの再ブートを開始する前にサービスグループを他のノードに切り替えてく
ださい。

ストレージのドメインが非アクティブのときに VM が PAUSED 状態
になる [2747163]
実行中の仮想マシンによって関連付けられるストレージドメインが非アクティブになると、
仮想マシンが paused 状態になることがあります。
回避策: 仮想マシンを実行する場合はストレージドメインが常にアクティブであることを確
認してください。

他のホストのスワップ領域が不十分なため KVMGuest リソースの
切り替えが失敗する [2753936]
仮想マシンは、ホストに利用可能な十分なスワップ領域がない場合、ホストで開始されま
せん。
回避策: 各ホストに仮想マシンを開始するための利用可能な十分なスワップ領域がある
ことを確認してください。

SLES 11SP2 に導入されたポリシーが SUSE KVM 環境の VM の
段階的な終了をブロックすることがある [2792889]
SUSE KVM 環境では、SLES11 SP2 内部で実行される仮想マシンが、SLES 11SP2
に導入された一部のポリシーが原因で仮想マシンの段階的な終了の要求をブロックする
ことがあります。SUSE では、仮想マシンに対して polkit-gnome-authorization で
ポリシーをオフにすることを推奨します。
回避策: このような要求をブロックするポリシーがすべてオフになっていることを確認して
ください。

SUSE KVM 環境で libvirtd の負荷が終了することがある
[2824952]
SUSE KVM環境では、libvirtd 処理が終了し、/etc/init.d/libvirtd status コ
マンドが表示されることがあります。
#/etc/init.d/libvirtd status
Checking status of libvirtd

dead

これは、libvirtd 処理での高い負荷が原因である場合があります。

81

第 1 章 Symantec Cluster Server Release Notes
既知の問題

回避策: libvirtd 処理を再起動してから実行してください。
# service libvirtd stop
# service libvirtd start

VM の監視対象が未定義の場合、KVMGuest リソースのオフライ
ンまたは切り替えが失敗することがある [2796817]
SUSE KVM 環境では、実行中の仮想マシンが virsh undefine コマンドを使って定
義されていない場合、その VM を監視する KVMGuest リソースのオフラインまたは切り
替えの試行が失敗します。これは、エージェントが KVM ハイパーバイザからの情報を取
得できないためです。
回避策: 特定のノードの VM を未定義にするには、最初に KVMGuest リソースを含む
サービスグループを別のノードに切り替え、次に最初のノードの VM を未定義にします。

VCS がタイミングの問題により通常の監視サイクルの間に移行イ
ベントを検出することがある [2827227]
仮想化環境では、VCS が VCS の外部で開始された仮想マシンの移行を検出し、それ
に応じて状態を変更します。ただし、タイミングの問題により VCS が移行イベントを見落
とし、通常の監視サイクルの間に移行を検出する場合があります。たとえば、
OfflineMonitorInterval を 300 秒に設定した場合、VCS が仮想マシンが移行したノード
の ONLINE をレポートするのに最大 5 分かかります。
回避策: 利用できる回避策はありません。

VM が動作していないにもかかわらずメモリ使用量が高い
[2734970]
VM が動作していない（停止している）にもかかわらずメモリ使用量が高くなります。これ
は RHEV の動作が原因です。
回避策: 回避策はありません。

スワップの割合が不十分なためリソースが VM を ONLINE にする
のに失敗するとリソースの障害が発生する [2827214]
仮想化環境では、CPU、メモリ、またはディスクなどの必須の仮想化リソースが使用でき
ないために VCS が仮想マシンの開始を失敗すると、リソースは FAULTED 状態になり
ます。
回避策: 必須の仮想化リソースが仮想化環境で常に利用可能であることを確認してくだ
さい。
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ネーティブ LVM ボリュームのゲスト VM の移行により、libvirtd プ
ロセスが突然終了することがある（2582716）
ゲスト VM イメージがネーティブ LVM ボリュームにあるときに、管理者が開始したゲスト
の移行により、libvirtd プロセスが突然終了することがあります。
回避策: libvirtd プロセスを手動で開始してください。

仮想マシンはストレージのドメインが非アクティブであり、データセ
ンターが停止している場合に「応答なし」の状態を返すことがある
（2848003）
Red Hat Enterprise 仮想化環境では、ストレージドメインが非アクティブな状態にあり、
データセンターが停止状態にある場合、仮想マシンが「応答なし」の状態を返し、
KVMGuest リソースがオフライン状態になることがあります。
回避策: この問題を解決するには、次を実行してください。

1

RHEV-M のストレージドメインをアクティブにします。

2

データセンターが稼働状態にあること確認します。

KVM ゲストイメージが CVM-CFS に存在していると、RHEL 6.1 で
ゲスト仮想マシンが失敗する場合がある [2659944]
KVM ゲストイメージファイルが CVM-CFS に存在していると、そのゲスト仮想マシンの移
行は RHEL 6.1 で「Permission Denied」エラーとともに失敗する場合があります。これに
よりゲスト仮想マシンはソースノードと宛先ノード両方、および関連付けられた VCS
KVMGuest で「shut-off」状態になります。
回避策: ゲストイメージファイルに 777 権限があることを確認してください。

KVM 仮想化ゲストを開始するか KVMGuest リソースの online が
開始された後システムがパニックになる [2337626]
システムは、KVM ゲストが開始されるか、KVMGuest リソースの online が開始されると
パニックになります。この問題はまれにしか発生しません。
この問題は、libvirtd プロセスのファイル記述子のリークが原因で発生します。libvirtd プ
ロセスのファイル記述子の最大のファイルオープン限度は 1024 です。KVM ゲストが開
始されるとき、1024 を超えるファイル記述子がオープンされることがあります。そのため、
最大のファイルオープン限度を超えた場合、KVM ゲストを開始するか、新しいファイルを
オープンしようとすると、システムがパニックになります。 VCS は、libvirtd プロセスのファ
イル記述子のリークを疑うため、この動作を制御できません。
回避策: この問題の確実な解決策はありません。ただし、libvirtd プロセスによってオープ
ンされているファイルの数を、/proc/<pid of libvirtd>/fd/ で確認できます。ファイ
ル数が 1000 を超えている場合は、次のコマンドで libvirtd を再起動してください。
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/etc/init.d/libvirtd restart

KVMGuest エージェントがエラー 400 で DR 設定のリソースをオン
ラインにできない [3056096]
ディザスタリカバリの設定では、仮想マシンのブートディスクを含むストレージドメインのレ
プリケーションの管理にレプリケーションエージェントを使います。 このエージェントを使う
と必ず、リソースがオンラインの RHEL-H ホストでストレージがプライマリロールに割り当
てられます。 レプリケーションリソースをリモートクラスタに切り替えると、レプリケーション
の方向は反転し、 RHEV-M でストレージパラメータの変更を検出するまでに時間がかか
ります。 同時に KVMGuest リソースをオンラインにしようとすると、ストレージドメインが
RHEL-H ホストでアクティブになっていないので操作は失敗します。
回避策: しばらくたってから仮想マシンをオンラインにしてみます。

リソースがオンラインになると、ゲストの内部で空のファイル
vmPayload が保存されている CD-ROM が見つかる [3060910]
KVMGuest リソースの DROpts 属性の設定を解除し、ホストでリソースをオンラインにす
ると、ゲストの内部で空のファイル vmPayload が保存されている CD-ROM を利用でき
ます。
DROpts 属性を設定して KVMGuest リソースをオンラインにすると、KVMGuest エー
ジェントは仮想マシンの構成に CD-ROM を追加します。 CD-ROM はゲストの内部で使
う一部のサイト固有パラメータを実行します。 このリソースをオフラインにするとエージェン
トは CD-ROM を削除しますが、何らかの理由で CD-ROM は完全には削除されません。
後で DROpts 属性の設定を解除し、リソースをオンラインすると、空のファイル vmPayload
が保存されている CD-ROM をゲストの内部で引き続き利用できます。
回避策: この現象は仮想マシンの機能に何の影響も与えないので無視できます。

最初のノードでパニックが発生した場合、VCS は別のノードで仮想
マシンを起動することができない [3042806]
KVM 環境で、仮想マシンが動作しているノードでパニックが発生した場合、VCS は別の
ノードで仮想マシンを起動することができません。この問題は、KVM Hypervisor で仮想
マシンのロックを取得できないために発生します。この問題は KVM Hypervisor の動作
が原因で、まれにしか発生しません。
回避策: この問題を解決するには、libvirtd プロセスを再起動します。libvirtd を再起動す
るためのコマンドは次のとおりです。
# service libvirtd restart
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ソースノードが移行時にパニックまたは再起動する場合、VM が
ターゲットノードで起動できない [3042786]
仮想マシン (VM) の移行が開始され、ソースノード (VM ノードが動作していたノード) が
パニックになる、または強制的に再起動されると、VM は KVM 環境のその他すべての
ノードで起動できません。 この問題は、KVM ロック機構が原因です。 VM の起動が、次
のエラーにより失敗します。

error: Failed to start domain VM1
error: Timed out during operation: cannot acquire state change lock

回避策: 次のコマンドを使用して、2 番目のノードの libvirtd デーモンを再起動 (強制終
了して起動) します。
# service libvirtd restart

［Symantec High Availability］タブに LVMVolumeGroup リソース
がオンラインとして報告されない [2909417]
次の場合、［Symantec High Availability］タブではアクティブな LVMVolumeGroup リ
ソースのオンラインステータスが自動的に報告されません。
■

Symantec High Availability 設定ウィザードのワークフローの一環として VCS クラス
タを作成した場合。

回避策: ［Symantec High Availability］タブから LVMVolumeGroup リソースを開始して
ください。詳しくは、『Symantec High Availability ソリューションガイド（VMware 用）』を
参照してください。

VMware 環境でスナップショットを復帰すると、クラスタ通信が切断
する [3409586]
VMware 仮想マシンのスナップショットを作成するときに、VCS がゲストオペレーティング
システムで動作している場合、仮想マシンのスナップショットにはクラスタの実行時状態が
含まれます。スナップショットを復元すると、復元されるクラスタの状態はクラスタの他の
ノードに対して一貫性がなくなることがあります。一貫性がないため、VCS はクラスタの他
のノードと通信できません。
回避策: 仮想マシンのスナップショットを作成する前に、仮想マシン内で実行中の VCS
サービスを停止することをお勧めします。
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VCS クラスタ設定ウィザードの問題
Mozilla Firefox で VCS クラスタ設定ウィザードが自動的に終了し
ない [3281450]
haappwizard ユーティリティを使って Symantec High Availability ウィザードを起動し、

Linux システムで Symantec Cluster Server （VCS）でのアプリケーションの監視を設定
できます。Mozilla Firefox ブラウザでウィザードを起動するようにユーティリティを設定す
ると、VCS の設定完了後に自動的にブラウザセッションが終了しません。
回避策: 次のいずれかの回避策を使います。
■

ウィザードベースの設定手順が完了したら Mozilla Firefox ブラウザセッションを終了
する

■

haappwizard ユーティリティの設定時に異なるブラウザを指定する

VCS クラスタ設定ウィザードの設定の入力ページに同じ仮想マシ
ンの複数のクラスタシステムが表示される [3237023]
VCS クラスタ設定ウィザードの［設定の入力（Configuration inputs）］パネルに、同じ仮
想マシンの複数のクラスタシステムが表示されます。これは、SystemList 属性でノードに
指定した値が hostname コマンドが返す値と異なることが原因で起きます。
回避策: SystemList 属性でノードに指定した値と hostname コマンドが返す値が同じで
あることを確認します。

ボリュームグループをエクスポートする場合にネーティブ LVM の
マウントポイントが VCS クラスタ設定ウィザードに表示されない
[3341937]
アプリケーションウィザードのストレージ選択ページには、ネーティブ LVM デバイスにマ
ウントしたマウントポイントは表示されません。 1 つ以上のネーティブ LVM ボリュームグ
ループがあり、それらのいずれかをエクスポートしている場合は、これらのデバイスで設定
したマウントポイントをアプリケーションウィザードが検出できません。
回避策: ネーティブ LVM ストレージを使うアプリケーションを設定する場合は、ネーティ
ブボリュームをエクスポートしていないことを確認します。

VCS クラスタ設定ウィザードを使用して汎用アプリケーションを設
定するときに IPv6 の検証が失敗する [3614680]
仮想 IP ページを使用して汎用アプリケーションを設定しているときに、VCS クラスタ設定
ウィザードが IPv6 IP がすでに組み込まれているかどうかの確認に失敗します。ウィザー
ドで IPv6 IP がすでに他の場所で組み込まれている場合に警告メッセージが表示されな
い、または ping で確認できるかどうかが表示されません。

86

第 1 章 Symantec Cluster Server Release Notes
ソフトウェアの制限事項

回避策: ウィザードで汎用アプリケーションを設定する前にネットワークの他の場所で IPv6
が組み込まれていないことを手動で確認します。

ソフトウェアの制限事項
このセクションでは、このリリースのソフトウェアの制限事項について説明します。
コンポーネントまたは製品に関連するソフトウェアの制限事項の完全な一覧については、
対応するリリースノートを参照してください。
p.98 の 「マニュアル」 を参照してください。

付属エージェントに関する制限事項
ホストが切断された場合にネットワークサービスを使用したプログ
ラムが応答を停止することがある
ホストがネットワークから切断された場合、ネットワークサービスを使用したプログラム（た
とえば、NIS、NFS、RPC または TCP ソケットのリモートホスト接続）が応答を停止するこ
とがあります。 この種のプログラムをエージェントのエントリポイントとして使用した場合、
ネットワークの切断によってエントリポイントが応答を停止してタイムアウトになる可能性が
あります。
たとえば、NIS マップをクライアントとして使うように設定されたホストでは、ネットワークか
ら切断されると、ps -ef などの基本的なコマンドがハングアップする可能性があります。
ユーザーはローカルに作成することをお勧めします。ローカルユーザーを反映するには、
次のように設定します。
/etc/nsswitch.conf

Volume エージェントの clean によりボリュームのリソースが停止
する可能性がある
FaultOnMonitorTimeouts 属性が、監視のタイムアウト後、Volume エージェントの clean
エントリポイントを呼び出すと、vxvol -f stop コマンドが実行されます。このコマンドは、
まだマウントされているボリュームも含め、すべてのボリュームを強制的に停止します。

PidFiles を使用してアプリケーションリソースを監視する際に誤っ
た同時性違反が発生する
アプリケーションによって作成される PID ファイルには、Application エージェントによっ
て監視されるプロセスの PID が含まれます。 これらのファイルは、アプリケーションを実
行しているノードがクラッシュした後も存在する場合があります。ノードの再起動時、PID
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ファイルにリストされている PID が、ノードで実行されている他のプロセスに割り当てられ
る場合があります。
そのため、Application エージェントが PidFiles 属性のみを使用してリソースを監視して
いる場合は、実行中のプロセスを検出して、誤って同時性違反と見なされることがありま
す。 その結果、VCS の制御下にない一部のプロセスが停止される場合があります。

Mount エージェントの制限事項
Mount エージェントには次の制限があります。
■

Mount エージェントはブロックデバイスをシステムの唯一のマウントポイントにマウント
します。ブロックデバイスがマウントされた後、エージェントは別のデバイスを同じマウ
ントポイントにマウントできません。

■

Mount エージェントは次のものをサポートしません。
■

SLES 11、SLES 11SP2 上の ext4 ファイルシステム

■

VxVM で設定された ext4 ファイルシステム

■

VxVM で設定された xfs ファイルシステム

Share エージェントの制限事項
Share エージェントが正しく監視するには、/var/lib/nfs/etab ファイルがシステムの再ブー
ト時に消去されることを確認します。Share エージェントのクライアントは、一体化したフェー
ルオーバーを確実にするために完全修飾ホスト名を指定する必要があります。

DiskReservation エージェントのドライバの必要条件
VRTSvcsdr パッケージには scsiutil ユーティリティが付属しています。 DiskReservation
エージェントは scsiutil ユーティリティによってサポートされるドライバのみをサポートしま
す。

VCS の StartVolumes 属性の値に関係なく、ディスクグループ内
のボリュームが自動的に起動する（2162929）
ディスクグループがインポートされるときに、ディスクグループ内のボリュームは、VCS で
の StartVolumes 属性の値にかかわらず、自動的に起動します。 この動作は、Veritas
Volume Manager のシステムレベル属性 autostartvolumes の値が On に設定され
ている場合に発生します。
回避策: ディスクグループのインポート後にディスクグループ内のボリュームを自動的に
起動させたくない場合は、システムレベルで AutoStartVolumes 属性を OFF に設定し
ます。
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Application エージェントの制限事項
■

ProPCV は、MonitorProcesses で設定されるスクリプトベースの処理の実行を防止
しません。

キャンパスクラスタファイアドリルは、DSM サイトがサイト境界の
マーク付けに使用される場合に機能しない [3073907]
キャンパスクラスタファイアドリルエージェントは現在、サイト境界の識別に SystemZones
属性を使用します。 そのため、キャンパスクラスタファイアドリルは、DSM が有効な環境
でサポートされていません。
回避策: DSM を無効にし、アプリケーションサービスグループで SystemZones 属性を
設定して、ファイアドリルを実行します。

設定したマウントポイントが存在しない場合に Mount エージェント
がリソースの状態を OFFLINE と報告する [3435266]
設定したマウントポイントがノードに存在しない場合に、Mount エージェントは特定のノー
ドのリソース状態を UNKNOWN ではなく OFFLINE と報告します。リソースをオンライン
にしようとすると、そのノードにマウントポイントが存在しないので失敗します。
回避策: クラスタのすべてのノードにマウントポイントを設定するか、または Mount エー
ジェントの CreateMntPt 属性値を 1 に設定します。この値に設定すると、マウントポイン
トが存在しない場合はリソースのオンライン中にマウントポイントを作成します。

vCenter Server との通信における VMwareDisks エージェントの
制限 [3528649]
VMHA が有効でない場合に、ホスト ESX の障害が発生すると、ディスクがターゲット仮
想サーバーに接続された後でも、障害の発生した仮想サーバーにディスクが接続され続
けます。 この問題は、ホスト EST 自体に障害が発生しているため、ディスク切断の要求
が失敗するために発生します。 次に、エージェントは、ディスク切断要求を vCenter
Server に送信し、ディスクをターゲット仮想マシンに接続します。 アプリケーションの可
用性には影響がありませんが、障害の発生した仮想マシンのそれ以降の再起動が失敗
します。 この問題は仮想マシンと接続されたディスク間の無効なリンクを原因として発生
します。 この場合、ディスクはターゲット仮想マシンに接続された状態ですが、障害の発
生した仮想マシンとの無効なリンクがまだ存在しています。
回避策: 障害の発生した仮想マシンからディスクを切断し、仮想マシンを再起動してくだ
さい。
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VCS エンジンに関する制限事項
複数のグループで障害が発生すると、負荷の統合と最適化が失
敗する [3074299]
複数のグループで同時に障害が発生し、フェールオーバーすると、ターゲットシステムを
選択するための負荷の統合と最適化は行われません。
回避策: 回避策はありません。

優先フェンシングが、予測される利用可能な処理能力を無視する
[3077242]
VCS の優先フェンシングでは、フェンシングデシジョンに対して予測される利用可能な処
理能力が考慮されません。フェンシングデシジョンは、設定されたシステムの重みに基づ
いています。
回避策: 回避策はありません。

BiggestAvailable ポリシーが設定されると、SystemZone または
サイト内でフェールオーバーが発生する [3083757]
BiggestAvailable フェールオーバーポリシーが設定されると、SytemZone またはサイト
内で常にフェールオーバーが発生します。フェールオーバーのターゲットシステムは常
に、SystemZone 内の最も大きい利用可能システムに基づいて選択されます。
回避策: 回避策はありません。

Priority グループの負荷が、同じグループ内の BiggestAvailable
および Priority を含むグループで無視される [3074314]
同じクラスタにフェールオーバーポリシーとして BiggestAvailable と Priority を含むグ
ループがある場合、Priority グループの負荷が考慮されません。
回避策: 回避策はありません。

シマンテッククラスタ設定ウィザードの制限事項
ストレージリソースに同じ名前が存在する場合、ウィザードが VCS
リソースを設定できない [3024460]
Symantec High Availability ウィザードで VCS リソースを正しく設定できなくなるため、
ディスクグループ、ボリュームなどのストレージリソースで同じ名前を使用することはサポー
トされていません。
回避策: 回避策はありません。
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ログディレクトリの変更に使う環境変数がウィザードのログパスを
再定義できない [3609791]
デフォルトでは、シマンテック社のクラスタ設定ウィザードは/var/VRTSvcs/log ディレク
トリにログを書き込みます。VCS では環境変数 VCS_LOG を使ってログディレクトリを変
更する方法が用意されていますが、これは VCS ウィザードのログには適用されません。
回避策: 回避策はありません。

IMF に関する制限事項
■

Linux で、「bind」ファイルシステムタイプに対する IMF 登録はサポートされません。

■

SLES11 および RHEL 6 の場合:
■

BlockDevice を複数の MountPoint にマウント可能なリソースに対しては、IMF
を有効にしないでください。

■

FSType 属性の値が nfs の場合、「nfs」ファイルシステムタイプに対する IMF 登
録はサポートされません。

VCS データベースエージェントに関する制限事項
DB2 RestartLimit の値 [1234959]
依存関係のない複数の DB2 リソースがすべて同時に起動したときには、互いに干渉し
合ったり、競合したりする傾向があります。これは、DB2 に関する既知の問題です。
DB2 エージェントの RestartLimit のデフォルト値は 3 です。この値を大きくすると、DB2
リソースの再起動範囲が広がります（リソースのオンライン化が失敗した後）。これにより、
DB2 リソースがすべて同時に起動する確率が低くなります。

Quorum_dev が設定されていないと Sybase エージェントが qrmutil
に基づいたチェックを実行しない（2724848）
Sybase Cluster Edition の Quorum_dev 属性を設定しない場合、Sybase エージェン
トは qrmutil ベースの検査を実行しません。 この設定のエラーは望ましくない結果を引き
起こす可能性があります。 たとえば、qrmutil がエラーによる停止状態を返した場合、エー
ジェントはシステムをパニック状態にしません。 このとき、Quorum_dev 属性が設定され
ていないため、Sybaseのエージェントは qrmutil ベースの検査を実行しません。
したがって、Sybase Cluster Edition では Quorum_Dev attribute の設定は必須です。
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コンテナデータベース（CDB）の後で起動するとプラグ可能データ
ベース（PDB）のオンライン試行がタイムアウトすることがある
[3549506]
CDB の起動後に初めて PDB を起動すると、PDB が起動するまでに長い時間がかかる
ことがあります。その結果、VCS を使って開始した PDB オンライン試行で ONLINE がタ
イムアウトし、PDB オンライン処理が取り消されることがあります。
回避策: Oracle リソースタイプの OnlineTimeout 属性値を増やします。

Security-Enhanced Linux は SLES 配布でサポートされない
VCS は、 SLES11 上では SELinux（Security-Enhanced Linux）をサポートしません。
[1056433]

クラスタ内のシステムは同じシステムロケール設定が必要
VCS は、異なるシステムロケールを持つシステムのクラスタ化には対応していません。ク
ラスタ内のすべてのシステムは、同一のロケールに設定する必要があります。

ディスクグループの VxVM サイトがキャンパスクラスタ内のノードをファ
イアドリルで再ブートした後も切断されたままである [1919317]
DiskGroupSnap リソースをオンラインにしたときに、DiskGroupSnap エージェントが定
義されたターゲットのディスクグループからサイトを切断します。DiskGroupSnap エージェ
ントは VCS action エントリポイントを起動して、VxVM コマンドを実行し、サイトを切断し
ます。 ここで使うコマンドは、ディスクグループがインポートされるノード上、すなわちプラ
イマリサイトで実行する必要があります。
ファイアドリルサービスグループまたはディスクグループがオンラインになっているノード
をシャットダウンしようとした場合、ノードは LEAVING 状態に変わります。VCS エンジン
はノード上のすべてのサービスグループをオフラインにすることを試み、すべての action
エントリポイントの要求を拒否します。 このため、DiskGroupSnap エージェントはアクショ
ンを起動し、ファイアドリルサイトをターゲットのディスクグループに再接続できません。
エージェントは、ノードが leaving 状態になっていることを示すメッセージを記録し、ロック
ファイルを削除します。エージェントの監視機能からは、リソースがオフライン状態にある
ことが示されます。 ノードの再起動後もディスクグループサイトが切断状態になっていま
す。 [1272012]
回避策:
ノードをシャットダウンする前、またはローカルに VCS 停止する前に、hagrp -offline
コマンドを使ってファイアドリルサービスグループをオフラインにする必要があります。
ノードが再起動した場合は、プライマリサイトでインポートされたディスクグループにファイ
アドリルサイトを手動で再接続する必要があります。
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セカンダリノードがクラッシュまたは再起動した場合は、次のコマンドを使って、プライマリ
サイトでインポートされたターゲットディスクグループにファイアドリルサイトを手動で再接
続する必要があります: /opt/VRTSvcs/bin/hares -action $targetres joindg
-actionargs $fdsitename $is_fenced -sys $targetsys

DiskGroupSnap エージェントに関する制限事項 [1919329]
DiskGroupSnap エージェントには次の制限があります。
■

DiskGroupSnap エージェントは階層化ボリュームをサポートしません。

■

DiskGroupSnap リソースに対して Bronze 設定を使う場合は、次の場合にセカンダ
リサイトでデータの一貫性が失われる可能性があります。
■

ファイアドリルサービスグループがオンラインになった後で、ファイアドリルを実行
中にプライマリサイトで災害が発生した場合。

■

ファイアドリルサービスグループがオフラインになった後で、セカンダリサイトのディ
スクが同期されているときにプライマリサイトで災害が発生した場合。

シマンテック社では DiskGroupSnap リソースに対しては Gold 設定を使用すること
を推奨します。

パニック後にシステムが再ブートする
VCS カーネルモジュールがシステムパニックを発行する場合、システムの再ブートが必
要です。[293447]サポート対象 Linux カーネルでは自動的に（CPU）処理を停止しませ
ん。Linux の「panic」カーネルパラメータを 0 以外の値に設定し、強制的にシステムを再
ブートします。/etc/sysctl.conf ファイルの最後に次の 2 行を追加します。
# force a reboot after 60 seconds
kernel.panic = 60

RHEV-M のホストと実際のホストが一致する必要がある [2827219]
RHEV-M のホストは、特定のホストのホスト名コマンドの名前と同じ名前に設定する必要
があります。これは必須であり、これによって RHEV Manager がホスト名によってホスト
を検索できるようになります。

Cluster Manager（Java コンソール）の制限事項
この項では、Cluster Manager（Java コンソール）の制限事項について説明します。
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Cluster Manager（Java コンソール）バージョン 5.1 以前のバージョ
ンは、VCS 6.0 セキュアクラスタを管理できない
VCS 5.1 よりも前のバージョンの Cluster Manager（Java コンソール）は、VCS 6.0 セ
キュアクラスタの管理には使えません。Cluster Manager は最新バージョンのものを使う
ことをお勧めします。
Cluster Manager のアップグレード方法については、『Symantec Cluster Server インス
トールガイド』を参照してください。

ホストのファイルに IPv6 エントリがある場合、Cluster Manager が
機能しない
/etc/hosts ファイルに IPv6 エントリが含まれている場合、VCS Cluster Manager は、
VCS エンジンへの接続に失敗します。
回避策: /etc/hosts ファイルから IPv6 エントリを削除します。

VCS Simulator では I/O フェンシングをサポートしていない
Simulator を実行するとき、UseFence 属性がデフォルトの「None」に設定されているこ
とを確認してください。

KDE デスクトップの使用
Cluster Manager（Java コンソール）の一部のメニューとダイアログボックスは、KDE デス
クトップでは、正しいサイズではなく、整列されずに表示されることがあります。KDE デス
クトップでコンソールの機能が動作し、正しく表示するには、Sawfish ウィンドウマネージャ
を使います。Sawfish ウィンドウマネージャを明示的に選択する必要があります。これは
KDE デスクトップでデフォルトウィンドウマネージャとして表示が想定される場合でも該当
します。

Cluster Manager（Java コンソール）からのサポートの制限
VCS 6.0 で導入された機能が、Java コンソールで予想どおりに動作しないことがありま
す。 ただし、シミュレータの CLI オプションでは、すべての VCS 6.0 機能がサポートされ
ます。 すべての新機能はすでに Veritas Operations Manager（VOM）でサポートされ
ているため、VOM を使うことをお勧めします。 ただし、Java コンソールでは、VCS 6.0
より前のリリースの機能を予想どおりに使用し続けることができます。

セキュアクラスタに接続するために必要なポートの変更 [2615068]
セキュアクラスタに接続するためには、デフォルトポートは 2821 から 14149 に変更する
必要があります。[ログイン] ダイアログボックスの [拡張設定] を選択し、セキュアクラスタロ
グインを IP: 2821 から IP: 14149 に変更します。
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LLT に関する制限事項
この項では、LLT に関するソフトウェアの制限事項について説明します。

エイリアス IP を使った UDP または RDMA 経由の LLT サポートの
制限事項 [3622175]
VCS クラスタを設定するときに、エイリアスの IP アドレスを UDP または RDMA 経由の
LLT の IP アドレスとして LLT リンクで設定すると LLT が正しく働かないことがあります。
回避策: UDP または RDMA 経由のエイリアスの IPアドレス を使わないでください。

I/O フェンシングに関する制限事項
この項では、I/O フェンシングに関するソフトウェアの制限事項について説明します。

VxFEN が RACER ノードの再選をアクティブ化する場合の優先フェ
ンシングの制限事項
優先フェンシング機能は、より小さいサブクラスタを遅延させることで、より重みが大きいか
より大きなサブクラスタを優先します。 この小さなサブクラスタの遅延は、より大きなサブク
ラスタの初期 RACER ノードが競争を完了できる場合のみ有効です。 何らかの原因で
初期 RACER ノードが競争を完了できず、VxFEN ドライバがレーサー再選アルゴリズム
をアクティブ化した場合、小さいサブクラスタの遅延はレーサーの再選のために要する時
間で相殺され、より重みが小さいかより小さなサブクラスタが競争に勝つ可能性がありま
す。 この制限事項は好ましくありませんが、容認できます。

I/O フェンシングが設定されたクラスタでのシステムの停止
I/O フェンシング機能は、クラスタ相互接続の障害、つまり、「スプリットブレイン」によって
引き起こされるデータ破損を防ぎます。相互接続障害がもたらす可能性のある問題と I/O
フェンシングが提供する保護については、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
SCSI-3 ベースのフェンシングを使用したクラスタでは、データディスクとコーディネータ
ディスクの両方に SCSI-3 PR キーを配置することにより、I/O フェンシングがデータ保護
を実装します。 CP サーバーベースのフェンシングを使用したクラスタでは、データディ
スクに SCSI-3 PR のキーを配置し、CP サーバーに類似の登録を配置することによっ
て、I/O フェンシングがデータ保護を実装します。VCS 管理者は、I/O フェンシングによっ
て保護されるクラスタを利用する場合に必要になるいくつかの操作上の変更点を知って
おく必要があります。 特定のシャットダウン手順によりコーディネーションポイントとデータ
ディスクからキーを確実に削除し、その後のクラスタの起動における潜在的な問題を防ぐ
ことができます。
shutdown コマンドではなく、reboot コマンドを使うと、シャットダウンスクリプトがバイパス
され、コーディネーションポイントとデータディスクにキーが残る可能性があります。再起
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動とその後の起動イベントの順序によっては、クラスタがスプリットブレイン状態の可能性
について警告し、起動に失敗する場合があります。
回避策: 一度に 1 つのノードで shutdown -r コマンドを使い、各ノードでシャットダウンが
完了するのを待ちます。

VRTSvxvm をアンインストールすると、VxFEN が dmp のディスク
ポリシーと SCSI3 モードで設定された場合問題が生じる（2522069）
VxFEN を dmp のディスクポリシーと SCSI3 モードで設定した場合、コーディネータディ
スクの DMP ノードが、システム停止時またはフェンシングアービトレーションの間にアク
セスされることがあります。 VRTSvxvm RPM をアンインストールした後では、DMP のモ
ジュールはもはやメモリに読み込まれません。 VRTSvxvm が RPM アンインストールさ
れたシステムでは、VxFEN がシステム停止時またはフェンシングアービトレーションの間
に DMP デバイスにアクセスすると、システムパニックが発生します。

HAD プロセスを強制的に停止してノードをシャットダウンまたは再
起動するとノードでパニックが起きることがある [3640007]
ノードで実行中の HAD プロセスを強制的に停止してノードをシャットダウンまたは再起動
するとノードでパニックが起きることがあります。この不具合はクラスタノードで次の手順を
実行すると起きます。

1

HAD プロセスを force フラグを付けて停止します。
# hastop -local -force

または
# hastop -all -force

2

ノードを再起動またはシャットダウンします。

ノードで VCS を強制的に停止するとすべてのアプリケーション、ファイルシステム、CVM、
そのノードの他のオンライン処理を切り離すので、ノードでパニックが起きます。この状態
で同じノードを再起動すると、VCS はデータ破損を避けるためにフェンシングの競合をト
リガします。ただし、再起動したノードはフェンシングの競合を失い、パニックになります。
回避策: 回避策はありません。

グローバルクラスタに関する制限事項
■

グローバルクラスタに設定するクラスタアドレスは、名前解決が可能な仮想 IP のみを
設定できます。
グローバルクラスタの設定時に、仮想 IP をハートビートに使う場合は、その仮想 IP
アドレスは、DNS に登録する必要があります。
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■

グローバルクラスタ設定で、クラスタの合計数は 4 を超えることができません。

■

Symm ハートビートエージェントを設定した場合は、すべてのホストが停止していると
きでもクラスタの障害発生は宣言されません。
Symm エージェントは、2 つの Symmetrix アレイ間のリンクを監視するために使われ
ます。 クラスタのすべてのホストが停止しているが、ローカルストレージとリモートスト
レージの間のレプリケーションリンクを Symm エージェントが確認できる場合、エー
ジェントはハートビートを ALIVE と報告します。 このため、DR サイトはプライマリサイ
トの障害発生を宣言しません。

仮想化ソフトウェアの制限事項
ここでは、Symantec Cluster Server（VCS）の今回のリリースにおける仮想化ソフトウェ
アの制限ついて説明します。

以前にホストから取り外したデバイスを再接続した場合に KVM ゲ
スト内でパスを有効にできない
LUN は virtio-scsi インターフェースを介して KVM ゲストにエクスポートされます。ホスト
と SAN アレイ間の物理リンクで一定時間障害が発生すると（デフォルトでは 45 ～ 60
秒）、ホストの HBA ドライバはタイムアウトしたデバイスを削除します。リンクが復元される
と、これらのデバイスはホストに再接続されます。しかし、これらのデバイスに対する KVM
ゲスト内からのアクセスは自動的には復元できません。復元するにはシステムを再起動す
るか手動でデバイスを再接続する必要があります。DMP では、これらのサブパスは
DISABLED 状態のままです。
これは KVM の既知の制限事項です。
回避策:
KVM ホストから、ファイバーチャネルポートの dev_loss_tmo パラメータを非常に大きい
値に調整し、fast_io_fail_tmo パラメータを 15 に設定します。
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タイムアウトしたデバイスへのアクセスを復元するには

1

/dev/udev/rules.d/40-kvm-device ファイルに次の行を追加します。
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", ¥
RUN+="/bin/sh -c 'grep -q off ¥
/sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo;if [ $? -eq 0 ]; ¥
then echo 15 > /sys/class/fc_remote_ports/%k/fast_io_fail_tmo 2> ¥
/dev/null;fi;'"
KERNEL=="rport-*", SUBSYSTEM=="fc_remote_ports", ACTION=="add", ¥
RUN+="/bin/sh -c 'echo 8000000 > ¥
/sys/class/fc_remote_ports/%k/dev_loss_tmo 2> /dev/null'"

2

/etc/modprobe.d/qla2xxx.conf ファイルを作成し、次の内容を記述します。
options qla2xxx qlport_down_retry=8000000

3

/etc/modprobe.d/scsi_transport_fc.conf ファイルを作成し、次の内容を記

述します。
options scsi_transport_fc dev_loss_tmo=8000000

4

initrd ファイルを再ビルドし、再起動します。

アプリケーションコンポーネントをオンラインにできない [3489464]
KVM 仮想化環境で、アプリケーションリソースをオンラインにしようとすると、オンライン操
作が失敗します。この動作は、コマンドラインインターフェースと Veritas Operations
Manager Management Server の［Symantec High Availability］ビューの両方から見ら
れます。
回避策: 次の手順を実行します。

1

オペレーティングシステム（OS）のロケールをデフォルト値に設定し、次に操作を再
試行します。詳しい手順については、OS ベンダーのドキュメントを参照してくださ
い。

2

高可用性デーモン（HAD）を再起動します。

マニュアル
マニュアルは、ソフトウェアメディアの /docs/<製品名> ディレクトリで PDF 形式で利用可
能です。追加マニュアルはオンラインで入手できます。
マニュアルの最新版を使用していることを確認してください。 マニュアルのバージョンは
各ガイドの 2 ページ目に記載されています。 マニュアルの発行日付は、各マニュアルの
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タイトルページに記載されています。 最新の製品マニュアルはシマンテック社の Web サ
イトで入手できます。
http://sort.symantec.com/documents

マニュアルセット
Storage Foundation and High Availability Solutions 製品ラインの各製品には、リリー
スノート、インストールガイド、そして管理およびエージェントに関するガイドなどのその他
のマニュアルが含まれています。またほとんどの場合、製品のコンポーネントに関するマ
ニュアルを参照する必要があります。
SFHA Solutions マニュアルは製品ライン全体に適用される機能およびソリューションを
説明しています。これらのマニュアルはどの SFHA Solutions 製品にも関係があります。

Symantec Cluster Server のマニュアル
表 1-19 は Symantec Cluster Server に関するマニュアルのリストです。
表 1-19
マニュアル名

Symantec Cluster Server のマニュアル
ファイル名

説明

Symantec Cluster Server リリースノー vcs_notes_62_lin.pdf
ト

製品のシステム必要条件、変更、修正され
たインシデント、既知の問題、制限事項など
のリリース情報を提供します。

Symantec Cluster Server インストー
ルガイド

vcs_install_62_lin.pdf

製品をインストールするために必要な情報を
提供します。

Symantec Cluster Server 管理者ガイ vcs_admin_62_lin.pdf
ド

製品を管理するために必要な情報を提供し
ます。

Symantec High Availability ソリュー
ションガイド（VMware 用）

sha_solutions_62_vmware_lin.pdf

VMware vSphere Client GUI を使用して、
VMware 仮想環境で Symantec Cluster
Server をインストール、構成、管理する方法
について説明しています。

Symantec Cluster Server 付属エー
ジェントリファレンスガイド

vcs_bundled_agents_62_lin.pdf

付属エージェント、そのリソースおよび属性、
その他の関連情報を提供します。

Symantec Cluster Server 汎用アプリ vcs_gen_agent_62_lin.pdf
ケーションエージェント設定ガイド

汎用アプリケーションエージェントをインストー
ルし、設定するための情報を提供します。

Symantec Cluster Server エージェン vcs_agent_dev_62_unix.pdf
ト開発者ガイド

さまざまなシマンテック社のエージェントにつ
いての情報およびカスタムエージェントを開
発するための手順を説明しています。

（このマニュアルはオンラインでのみ参
照できます。）
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マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Cluster Server Agent for
DB2 インストールおよび設定ガイド

vcs_db2_agent_62_lin.pdf

DB2 エージェントをインストールし、設定す
るための情報を提供します。

Symantec Cluster Server Agent for
Oracle インストールおよび設定ガイド

vcs_oracle_agent_62_lin.pdf

Oracle エージェントをインストールし、設定
するための情報を提供します。

Symantec Cluster Server Agent for vcs_sybase_agent_62_lin.pdf
Sybase インストールおよび設定ガイド

Sybase エージェントをインストールし、設定
するための情報を提供します。

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions
製品のマニュアル
表 1-20 は Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のマ
ニュアルのリストです。
表 1-20
マニュアル名

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品
のマニュアル
ファイル名

Symantec Storage Foundation and sfhas_whats_new_62_unix.pdf
High Availability Solutions - このリ
リースでの新機能

説明
このリリースの新しい機能および拡張について
の情報を提供します。

（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）
Symantec Storage Foundation and getting_started.pdf
High Availability Solutions スタートガ
イド

スクリプトベースのインストーラを使った
Symantec 製品のインストールに関する概要
を提供します。このガイドは新しいユーザーや
製品を再び使用するユーザーが手短に使い
方を習得するのに便利です。

Symantec Storage Foundation and sfhas_solutions_62_lin.pdf
High Availability Solutions ソリュー
ションガイド

SFHA Solutions 製品のコンポーネントや機
能を別々に、および連携して使用することで、
どのようにパフォーマンスと耐障害性が向上
し、ストレージやアプリケーションの管理が容
易になるかを説明します。

Symantec Storage Foundation and sfhas_virtualization_62_lin.pdf
High Availability Solutions 仮想化ガ
イド

Symantec Storage Foundation and High
Availability の仮想化テクノロジのサポートに
関する情報を提供します。仮想化ソフトウェア
を SFHA 製品を実行しているシステムにイン
ストールする前にこのマニュアル全体を参照し
てください。

（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）
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マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec Storage Foundation and sfhas_smartio_solutions_62_lin.pdf SFHA ソリューションを使用した SmartIO の
High Availability Solutions SmartIO
使用および管理に関する情報を提供します。
for Solid State Drives ソリューション
また、SmartIO のトラブルシューティングおよ
ガイド
びコマンドに関するリファレンスシートが含まれ
ています。
Symantec Storage Foundation and sfhas_dr_impl_62_lin.pdf
High Availability Solutions ディザス
タリカバリ実装ガイド
（このマニュアルはオンラインで参照で
きます。）
Symantec Storage Foundation and sfhas_tshoot_62_lin.pdf
High Availability Solutions トラブル
シューティングガイド

キャンパスクラスタ、グローバルクラスタ、
Storage Foundation and High Availability
Solutions 製品を使用したディザスタリカバリ
フェールオーバーの RDC（Replicated Data
Cluster）に関する情報を提供します。
Symantec Storage Foundation and High
Availability を使用するときに発生する可能性
のある全般的な問題を説明し、これらの問題
の解決法を提供します。

Symantec High Availability Console マニュアル
表 1-21 は Symantec High Availability Console コンポーネントに関するマニュアルの
リストです。
表 1-21

Symantec High Availability Console マニュアル

マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec High Availability
Console リリースノート

sha_console_notes_62.pdf

Symantec High Availability
Console のシステム必要条件、
変更、修正されたインシデント、
既知の問題、制限事項などのリ
リース情報を提供します。
このコンポーネントは VMware
vSphere Client GUI を使用し
て VMware 仮想環境で
Symantec Cluster Server
（VCS）または Symantec
ApplicationHA を配備するのに
不可欠です。

Symantec High Availability
sha_console_install_62.pdf
Console インストール/アップグ
レードガイド

Symantec High Availability
Console をインストールまたは
アップグレードするのに必要な
情報を提供しています。
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Symantec ApplicationHA のマニュアル
表 1-22 は Symantec ApplicationHA に関するマニュアルのリストです。
表 1-22
マニュアル名

Symantec ApplicationHA のマニュアル
ファイル名

説明

Symantec ApplicationHA リリースノート applicationha_notes_62_
vmware_lin.pdf

新しい機能、ソフトウェアおよびシステム
の必要条件を説明します。また、このマ
ニュアルにはリリース時における制限事
項と既知の問題の一覧が掲載されてい
ます。

Symantec ApplicationHA インストール/ applicationha_install_62_
アップグレードガイド
vmware_lin.pdf

Symantec ApplicationHA をインストー
ル、設定、管理する手順を説明します。
いくつかの最も全般的なトラブルシュー
ティング手順についても説明します。

Symantec ApplicationHA ユーザーズ
ガイド

applicationha_users_62_
vmware_lin.pdf

ローカル VMware クラスタ環境および
VMware サイトリカバリ環境で
ApplicationHA を設定する方法につい
て説明します。いくつかの最も全般的な
トラブルシューティング手順についても説
明します。

Symantec ApplicationHA Agent for
Oracle 設定ガイド

applicationha_oracle_agent_62_
vmware_lin.pdf

Oracle のアプリケーション監視を設定す
る方法について説明します。

Symantec ApplicationHA 汎用アプリ
ケーションエージェント設定ガイド

applicationha_gen_agent_62_vmware_ 汎用アプリケーションのアプリケーション
lin.pdf
監視を設定する方法について説明しま
す。

Symantec ApplicationHA Agent for
DB2 設定ガイド

applicationha_db2_agent_62_
vmware_lin.pdf

DB2 のアプリケーション監視を設定する
方法について説明します。

Symantec ApplicationHA Agent for
Apache HTTP Server 設定ガイド

applicationha_apache_agent_62_
vmware_lin.pdf

Apache HTTP Server のアプリケーショ
ン監視を設定する方法について説明し
ます。

Symantec ApplicationHA リリースノート applicationha_notes_62_kvm_lin.pdf

新しい機能、ソフトウェアおよびシステム
の必要条件を説明します。また、このマ
ニュアルにはリリース時における制限事
項と既知の問題の一覧が掲載されてい
ます。

Symantec ApplicationHA インストール applicationha_install_62_kvm_lin.pdf Symantec ApplicationHA をインストー
ガイド
ルし、設定する手順を説明します。いくつ
かの最も全般的なトラブルシューティング
手順についても説明します。
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マニュアル名

ファイル名

説明

Symantec ApplicationHA ユーザーズ
ガイド

applicationha_users_62_kvm_lin.pdf

カーネルベースの仮想マシン（KVM）仮
想化環境で Symantec ApplicationHA
を設定し管理する方法について説明しま
す。いくつかの最も全般的なトラブル
シューティング手順についても説明しま
す。

Symantec ApplicationHA Agent for
Oracle 設定ガイド

applicationha_oracle_agent_62_
kvm_lin.pdf

Oracle のアプリケーション監視を設定す
る方法について説明します。

Symantec ApplicationHA 汎用アプリ
ケーションエージェント設定ガイド

applicationha_gen_agent_62_
kvm_lin.pdf

汎用アプリケーションのアプリケーション
監視を設定する方法について説明しま
す。

Symantec ApplicationHA Agent for
DB2 設定ガイド

applicationha_db2_agent_62_
kvm_lin.pdf

DB2 のアプリケーション監視を設定する
方法について説明します。

Symantec ApplicationHA Agent for
Apache HTTP Server 設定ガイド

applicationha_apache_agent_62_
kvm_lin.pdf

Apache HTTP Server のアプリケーショ
ン監視を設定する方法について説明し
ます。

Veritas Operations Manager (VOM) は Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions 製品を管理するために使用する管理ツールです。VOM を使用す
る場合は、次より VOM 製品マニュアルを参照してください。
https://sort.symantec.com/documents

マニュアルページ
Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 製品のマニュアルペー
ジは、/opt/VRTS/man ディレクトリにインストールされています。
man(1) コマンドで Symantec Storage Foundation マニュアルページを参照できるよう

に、MANPATH 環境変数を設定します。
■

Bourne シェルまたは Korn シェル（sh または ksh）の場合は、次のコマンドを入力
します。
MANPATH=$MANPATH:/opt/VRTS/man
export MANPATH

■

C シェル（csh または tcsh）の場合は、次のコマンドを入力します。
setenv MANPATH ${MANPATH}:/opt/VRTS/man

man（1）のマニュアルページを参照してください。
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マニュアルページは、セクション 1、1M、3N、4、4M に分かれており、 man（1）設定ファイ
ル /etc/man.config を編集してこれらのページを表示します。
man(1) 設定ファイルを編集するには

1

man コマンドでマニュアルページにアクセスしている場合は、ユーザーのシェルで
LC_ALL を「C」に設定し、ページが正しく表示されるようにします。
export LC_ALL=C

詳しくは、Red Hat Linux のサポート Web サイトのインシデント 82099 を参照して
ください。

2

/etc/man.config に次の行を追加します。
MANPATH /opt/VRTS/man

別の man パスもこの設定ファイルに指定されています。

3

新しいセクション番号を追加します。特定の行を変更します。
MANSECT

1:8:2:3:4:5:6:7:9:tcl:n:l:p:o

から次のように変更します。
MANSECT

1:8:2:3:4:5:6:7:9:tcl:n:l:p:o:3n:1m

最新の HTML 形式のマニュアルページが、シマンテック社の Web サイトの次の URL
からオンラインで参照できます。
https://sort.symantec.com/documents
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