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1
インストールの概要と計画

■

第1章 Symantec Cluster Server の概要

■

第2章 システム必要条件

■

第3章 VCS のインストール計画

■

第4章 VCS のライセンス確認

1
Symantec Cluster Server の
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec™ Cluster Server について

■

VCS の基本原則について

■

VCS の機能について

■

VCS のオプションコンポーネントについて

■

Symantec Operations Readiness Tools について

■

データ整合性のための VCS クラスタの設定について

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

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

図 1-1

クライアントワー
クステーション

クライアントワー
クステーション

パブリックネ
ットワーク

VCS プライ
ベートネット
ワーク

VCS ノード
ストレージネッ
トワーク

共有ストレージ

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

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

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

共有ストレージ設定の 2 つの例

完全共有ストレージ

分散共有ストレージ

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

ハートビート用のネットワークチャネルについて
VCS のプライベートネットワークの場合は、ハートビート情報を伝送するために 2 つの
ネットワークチャネルを確保する必要があります。これらのネットワーク接続は、VCS に関
する他の情報も伝送します。
各クラスタ設定では、システム間に 2 つ以上のネットワークチャネルが必要です。ハート
ビート用のチャネルを 2 つ用意することで、クラスタのネットワーク分割を防止できます。
ネットワーク分割について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
図 1-3 は、sys1 と sys2 というノードが 2 つのプライベートネットワークで接続された、2
ノード VCS クラスタを示しています。
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図 1-3

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

sys1

共有ディスク

sys2

パブリックネットワーク

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

VCS のシーディングについて
既存のネットワーク分割からクラスタを保護するために、VCS はシーディングの概念を使
います。シーディングとは、すべてのノードがクラスタに参加したかどうか判断する GAB
の機能です。 この判断のため、GAB はクラスタのノード番号を宣言することを必要としま
す。 シーディングされたノードのみが VCS を実行できることに注意してください。
GAB は次の条件で自動的にノードをシーディングします。
■

シーディングされていないノードがシーディングされたノードと通信する

■

クラスタ内部のすべてのノードがシーディングされておらず、ノードが相互に通信でき
る

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

23

第 1 章 Symantec Cluster Server の概要
VCS の機能について

VCS の機能について
VCS は VCS の設定時に設定できる次の機能を提供します。
VCS の通知

p.24 の 「VCS の通知について」 を参照してください。

VCS のグローバルクラスタ

p.24 の 「グローバルクラスタについて」 を参照してください。

I/O フェンシング

p.24 の 「I/O フェンシングについて」 を参照してください。

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

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

■

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

これらの通知の設定ついて詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照
してください。

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

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

共有ストレージへのアクセスを保持しなければならないノード

■

クラスタから取り出されなければならないノード

この決定によってデータ破損を防ぎます。 インストーラは、VCS をインストールするとき
に、I/O フェンシングドライバ、VRTSvxfen RPM の一部をインストールします。共有ディ
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スク上のデータを保護するには、VCS をインストールして設定した後、I/O フェンシングを
設定する必要があります。
I/O フェンシングモード - ディスクベースおよびサーバーベースの I/O フェンシング - ネッ
トワーク分割の発生時にコーディネーションポイントを使用してアービトレーションを行い
ます。一方、マジョリティベースの I/O フェンシングモードはアービトレーションにコーディ
ネーションポイントを使用しません。マジョリティベースの I/O フェンシングでは、高可用性
が失われる場合があります。ディスクベース、サーバーベースまたはマジョリティベースの
I/O フェンシングを設定できます。
ディスクベースの I/O フェンシング

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

サーバーベースの I/O フェンシング

少なくとも 1 つの CP サーバーシステムを使う I/O フェ
ンシングはサーバー型の I/O フェンシングと呼ばれま
す。 サーバーベースのフェンシングには、CP サー
バーのみ、または CP サーバーとコーディネータディ
スクの組み合わせを含めることができます。
サーバー型の I/O フェンシングはクラスタでデータ整
合性を保証します。
SCSI-3 PR をサポートしていない仮想化環境では、
VCS は非 SCSI-3 の I/O フェンシングをサポートしま
す。
p.30 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンで
の VCS 用 I/O フェンシングについて」 を参照してく
ださい。

マジョリティベースの I/O フェンシング

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。
シマンテック社では、マジョリティベースの I/O フェン
シングモードを、スタンドアロンアプライアンスで使うよ
うに設計しています。 I/O フェンシングをマジョリティ
ベースモードで設定することはできますが、ベストプラ
クティスとしては、可能なかぎり、コーディネーションポ
イントサーバーを使うか、共有 SCSI-3 ディスクをコー
ディネーションポイントとして使うことをお勧めします。

p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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メモ: I/O フェンシングを使ってスプリットブレインの状態からクラスタを保護することを推奨
します。
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

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

p.26 の 「Veritas Operations Manager について」 を参照
してください。

Cluster Manager（Java コンソール） p.26 の 「Cluster Manager（Java コンソール）について」 を
参照してください。
VCS Simulator

p.27 の 「VCS シミュレータについて」 を参照してください。

Veritas Operations Manager について
Veritas Operations Manager には、Symantec Storage Foundation and High
Availability 製品用の集中型管理コンソールが用意されています。Veritas Operations
Manager を使って、ストレージリソースを監視、視覚化、管理したり、レポートを生成した
りすることができます。
Veritas Operations Manager を使って Storage Foundation と Cluster Server の環境
を管理することをお勧めします。
Veritas Operations Manager は http://go.symantec.com/vom からダウンロードできま
す。
インストール、アップグレード、設定の手順について詳しくは、Veritas Operations Manager
のマニュアルを参照してください。
Cluster Manager（Java コンソール）を使ってシングルクラスタを管理したい場合は、
http://www.symantec.com/operations-manager/support からダウンロードできます。
Java コンソールを使ってこのリリースの新しい機能を管理することはできません。Symantec
Cluster Server Management Console は非推奨です。

Cluster Manager（Java コンソール）について
Cluster Manager（Java コンソール）には、クラスタを管理するための機能が備わってい
ます。Java コンソールのさまざまなビューを使って、クラスタと VCS（Symantec Cluster
Server）オブジェクト（サービスグループ、システム、リソース、リソースタイプなど）を監視
し、管理します。Java コンソールを使ってリリース 6.0 以降の新しい機能を管理すること
はできません。
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『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
コンソールは次の場所からダウンロードできます
http://www.symantec.com/operations-manager/support。

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

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。データセンターのリスクを特定して操作効
率を改善するのに役立ち、データセンターのアーキテクチャとスケールにまつわる複雑
性を管理できるようになります。
表 1-1 は、それらを達成するのに役立つ 3 つの主なデータセンタータスクと SORT ツー
ルのリストです。
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表 1-1
タスク

データセンタータスクと SORT ツール
SORT ツール

インストールとアップグレードの準 ■
備
■

■

■

リスクの特定およびサーバー固有 ■
の推奨事項の取得
■

■

■

インストールとアップグレードのチェックリスト
メモリ、ディスク容量、アーキテクチャを含むシステムの必要
条件を表示します。
インストールとアップグレードのカスタムレポート
シマンテック社のエンタープライズ製品をインストールまた
はアップグレードする準備ができているかどうかを判断する
ためにレポートを作成します。
アレイ固有のモジュールファインダー
UNIX サーバー用最新 ASL（Array Support Libraries）と
APM（Array Policy Modules）、Wndows サーバー用 DDI
（Device Driver Installers）とデバイス検出層（DDL）を一
覧表示します。
高可用性エージェントの表
アプリケーション、データベース、レプリケーション、シマン
テック社のパートナーのためにエージェントを検索してダウ
ンロードします。
パッチの通知
パッチの更新についての自動電子メールの通知を受信し
ます。（サインインが必須です。）
リスク評価のチェックリスト
シマンテック製品およびプラットフォームに基づく設定の推
奨事項を表示します。
リスク評価のカスタムレポート
システムを分析し、システム可用性、ストレージの使用、パ
フォーマンス、ベストプラクティスについての推奨事項を提
供するレポートを作成します。
エラーコードの説明とソリューション
何千ものシマンテックエラーコードの詳細情報を表示しま
す。
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タスク

SORT ツール

効率の向上

■

■

■

■

■

パッチファインダー
シマンテック社のエンタープライズ製品用のパッチを一覧
表示し、ダウンロードします。
ライセンスと配備のカスタムレポート
インストールされたシマンテック製品およびライセンスキー
を一覧表示するカスタムレポートを作成します。製品、プラッ
トフォーム、サーバー層、システムによってライセンスを表
示します。
Symantec Performance Value Unit (SPVU) Calculator
価格設定の測定移行に役立つ計算機を使います。
マニュアル
マニュアルページ、製品ガイド、サポート技術情報を含む
シマンテック製品のマニュアルを一覧表示してダウンロード
します。
関連リンク
単一ページにシマンテック製品サポート、フォーラム、カス
タマーサービス、ベンダー情報へのリンクを表示します。

SORT は追加料金なしで入手できます。
SORT にアクセスするには、次に移動してください。
https://sort.symantec.com

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

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

■

ハングアップしたように見えるシステム
システムで処理が集中しているために応答していないように見える場合、他のノード
からシステム停止を宣言される可能性があります。この宣言は、「中断」および「再開」
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機能をサポートするハードウェアを使用しているノードにも発生する場合があります。
中断機能を使用してノードを PROM レベルに落としてから処理を再開すると、他の
ノードからシステム停止を宣言される場合があります。そのシステムが後で復旧して書
き込み処理を再開しても、他のノードからはシステム停止を宣言される場合がありま
す。
I/O フェンシングは、クラスタ内で通信エラーが発生した場合にデータ破損を防止する機
能です。VCS は I/O フェンシングを使って、スプリットブレインに伴うリスクを除去します。
I/O フェンシングは、アクティブなクラスタのメンバーへの書き込みアクセスを許可します。
メンバー以外からのストレージへのアクセスはブロックするため、稼動中のノードでも障害
の原因になることはありません。
VCS のインストールと設定が終わったら、データ整合性が確保されるように VCS の I/O
フェンシングを設定する必要があります。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの VCS 用 I/O フェンシング
について
従来の I/O フェンシング実装では、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）
またはコーディネータディスクがコーディネーションポイントになっていて、CVM（Cluster
Volume Manager）と Veritas I/O フェンシングモジュールによって SCSI-3 PR（SCSI-3
Persistent Reservation）ベースの保護がデータディスクに提供されます。 この SCSI-3
PR 保護によって、接続を失ったノードからの I/O 操作が、テイクオーバー済みの残りの
サブクラスタにアクセスできなくなります。
I/O フェンシングの働きについて詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
SCSI-3 PR をサポートしない仮想化環境では、VCS がデータディスクを適切に保護しよ
うとします。 このような環境では、VCS に非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定する必要が
あります。非 SCSI-3 フェンシングでは、コーディネーションポイントとして CP サーバー
のみを使用したマジョリティベースの I/O フェンシング、またはコーディネーションポイント
を使わないマジョリティベースの I/O フェンシングを使います。このような環境をサポート
するために、一部の設定を変更します。
p.177 の 「installvcs を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェンシングの設定」 を
参照してください。
p.304 の 「仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定」 を参照してください。

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

データディスク - 共有データを格納します。
p.31 の 「データディスクについて」 を参照してください。

■

コーディネーションポイント - メンバーシップの変更時にグローバルロックとして機能し
ます。
p.31 の 「コーディネーションポイントについて」 を参照してください。

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

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

コーディネータディスク
コーディネーションポイントとして機能するディスクは、コーディネータディスクと呼ば
れます。コーディネータディスクは、3 つの標準ディスクまたは LUN で、クラスタの設
定時に I/O フェンシングで使うために予約されています。VCS の設定では、コーディ
ネータディスクを他の保存目的に使うことはありません。
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コーディネータディスクは、Veritas Volume Manager の DMP（Dynamic
Multi-pathing）機能を使用するように設定できます。DMP（Dynamic Multi-pathing）
を実行すると、コーディネータディスクは、パスのフェールオーバーを利用したり、DMP
機能の動的な追加および削除を利用することができます。したがって、DMP デバイ
スを使うように I/O フェンシングを設定できます。I/O フェンシングは、使用するディス
クデバイスで DMP ベースに基づく SCSI-3 ディスクポリシーを使います。
メモ: I/O フェンシングの dmp ディスクポリシーでは、ノードからコーディネータディス
クを参照するパスに単一のハードウェアパスと複数のハードウェアパスを使うことがで
きます。 いくつかのコーディネータディスクが複数のハードウェアパスを持ち、いくつ
かのコーディネータディスクが単一のハードウェアパスを持つ場合は、DMP ディスク
ポリシーのみをサポートします。新しいインストールの場合は、単一のハードウェアパ
スでも IO フェンシングには DMP ディスクポリシーしか使うことができません。
詳しくは『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
■

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

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

■

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

■

このアクティブな VCS クラスタから自己登録解除する

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

メモ: CP サーバーでは、フェンシングアービトレーションのロジックは VCS クラスタ上
に残ったままです。
異なるオペレーティングシステムを実行する複数の VCS クラスタ では、同時に CP
サーバーにアクセスできます。 TCP/IP ベースの通信が CP サーバーと VCS クラス
タ の間で使用されます。
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優先フェンシングについて
I/O フェンシングドライバは、コーディネーションポイントを使って VCS クラスタ内のスプ
リットブレインを防ぎます。デフォルトでは、フェンシングドライバはコーディネーションポイ
ントの制御権を獲得するときに、ノード数が最大のサブクラスタを優先します。優先フェン
シング機能を使うことで、存続させるサブクラスタをフェンシングドライバがどのように決定
するかを指定できます。
優先フェンシングポリシーは、クラスタレベル属性 PreferredFencingPolicy を使って次
のように設定できます。
■

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

■

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

■

サイトベース優先フェンシングポリシーを有効にして、優先順位の高いサイトを優先し
ます。

■

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

詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
p.180 の 「優先フェンシングポリシーの有効化と無効化」 を参照してください。
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システム必要条件
この章では以下の項目について説明しています。
■

リリースノート

■

VCS の重要なプリインストール情報

■

VCS のハードウェア必要条件

■

ディスク領域の必要条件

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

VCS のサポート対象のソフトウェア

■

I/O フェンシングの必要条件

■

サポートされるノードの数

■

インストールされた製品のバージョンチェックおよびメンテナンスリリースとパッチのダ
ウンロード

■

インストーラパッチの取得

■

外部ネットワーク接続試行の無効化

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

設定についてのインストール前のチェックリスト。SORT インストールチェックリストツー
ルに移動します。 ドロップダウンリストから、インストールするシマンテック社製品に関
する情報を選択し、［全般チェックリスト（Generate Checklist）］をクリックします。

■

サポート対象のハードウェアについてのハードウェア互換性リスト:
http://www.symantec.com/docs/TECH211575

■

このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社のテクニカルサポートの
Web サイト上にある次の最新情報の Technote を参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH211540

■

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

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

VCS クラスタのハードウェア必要条件

項目

説明

VCS ノード

サポート対象バージョンの Linux オペレーティングシステムを実行している
1 台から 64 台までの Linux システム。

DVD ドライブ

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

ディスク

一般的な VCS 設定では、共有ディスク/ストレージを使用してクラスタ内の
システム間でアプリケーションを移行できるようにアプリケーションを設定す
る必要があります。
VCS の I/O フェンシングの機能はすべてのデータとコーディネータディスク
が SCSI-3 Persistent Reservation（PR）をサポートすることを必要とします。

メモ: VCS では、SCSI-3 PR 対応ストレージをサポートしない仮想環境で
の非 SCSI3 サーバーベースフェンシング設定もサポートされます。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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項目

説明

ディスク領域

p.36 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。

メモ: インストール中、VCS は指定したディスク領域よりも多く一時ディスク
領域を必要とする場合があります。
ネットワークインター 内蔵のパブリック NIC に加えて、VCS は少なくとももう 1 つの NIC をシステ
フェースカード
ムごとに必要とします。2 つの追加 NIC を推奨します。
（NIC）
集約インターフェースを設定することもできます。
シマンテック社では、LLT スイッチのスパニングツリーをオフにし、port-fast
をオンに設定することを推奨します。
ファイバーチャネル 一般的な VCS 構成では、共有データディスク用に、システムごとに少なくと
または SCSI ホスト も 1 つの SCSI またはファイバーチャネルホストバスアダプタが必要です。
バスアダプタ
RAM

各 VCS ノードに最小 1024 MB の空き容量が必要です。

ディスク領域の必要条件
製品をインストールする前に、システムに十分な空きディスク領域があることを確認してく
ださい。
十分な領域があるかどうかを判断するには、インストール前のチェックの実行（Perform a
Pre-Installation Check）（P）メニューを使います。
または、インストールディレクトリに移動し、-precheck オプションを指定してインストーラ
を実行します。
# ./installer -precheck

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

サポート対象のオペレーティングシステム
VCS の各種コンポーネントのサポート対象オペレーティングシステムについて詳しくは、
『Symantec Cluster Server リリースノート』を参照してください。

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。
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■

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。

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

コーディネータディスク
p.38 の 「I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバー
p.38 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

ディスクベースのフェンシングを設定するとき、または 1 つ以上のコーディネータディスク
でサーバーベースのフェンシングを設定するときは、SCSI-3 PR（SCSI-3 Persistent
Reservation）をサポートする VxVM（Veritas Volume Manager）が VCS クラスタにイン
ストールされていることを確認してください。
『Symantec Storage Foundation and High Availability インストールガイド』を参照して
ください。
SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境に VCS をインストールしている場合は、非 SCSI-3
フェンシングを設定するための必要条件を確認します。
p.42 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングの必要条件」 を参照してください。
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I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件
I/O フェンシングのコーディネータディスクが次の必要条件を満たすことを確認します。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、少なくとも 3 つの奇数のコーディネータ
ディスクが存在する必要があります。

■

コーディネータディスクが DMP デバイスに存在する必要があります。

■

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

■

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

■

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

■

コーディネータデバイスは iSCSI プロトコルを経由して接続できますが、DMP デバイ
スに存在し、SCSI-3 Persistent Reservation をサポートする必要があります。

■

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

■

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

■

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

■

コーディネータディスクのサイズは少なくとも 128 MB にする必要があります。

CP サーバーの必要条件
VCS 6.2 クラスタ（アプリケーションクラスタ）では、次の VCS と SFHA バージョンでホス
トされる CP サーバー（コーディネーションポイントサーバー）をサポートします。
■

VCS 6.1 以降のシングルノードクラスタ

■

SFHA 6.1 以降のクラスタ

CP サーバーのアップグレードに関する注意事項
■

現在のリリースバージョンがバージョン 6.1 より前の場合は、CP サーバーの VCS や
SFHA をバージョン 6.2 にアップグレードします。

■

リリースバージョンが 6.1 の場合は CP サーバーをバージョン 6.2 にアップグレード
する必要はありません。

■

バージョン 6.2 の CP サーバーは、バージョン 6.1 以降のアプリケーションクラスタと
HTTPS ベースで通信できます。
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■

バージョン 6.2 の CP サーバーは、バージョン 6.1 より前のアプリケーションクラスタ
と IPM ベースで通信できます。

■

アプリケーションクラスタのリリースバージョンが 6.1 以降の場合は、HTTPS ベースの
通信に VIP を設定する必要があります。

■

アプリケーションクラスタのリリースバージョンが 6.1 より前の場合は IPM ベースの通
信に VIP を設定する必要があります。

CP サーバーをホストする VCS/SFHA クラスタの基本ハードウェア必要条件を満たして
いることを確認してください。
『Symantec Storage Foundation High Availability インストールガイド』を参照してくだ
さい。
p.35 の 「VCS のハードウェア必要条件」 を参照してください。
メモ: シマンテック社では、フェンシングに少なくとも 3 つのコーディネーションポイントを
設定することを推奨しますが、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイントとして使
うサーバーベースフェンシング設定もサポートされます。このように CP サーバーが 1 つ
のフェンシング設定では、そのコーディネーションポイントが、SFHA クラスタでホストされ
る高可用性 CP サーバーである必要があります。
CP サーバーをインストールして構成する前に、この項で説明する次の CP サーバー必
要条件を満たしていることも確認してください。
■

ハードウェアの必要条件

■

オペレーティングシステムの必要条件

■

ネットワークの必要条件（および推奨事項）

■

セキュリティの必要条件

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

CP サーバーのハードウェアの必要条件

必要なハードウェア

説明

ディスク領域

VCS クラスタまたは SFHA クラスタで CP サーバーをホストする
には、各ホストに次のファイルシステム領域が必要です。

■

/opt ディレクトリに 550 MB（さらに、言語パッケージに追加の
15 MB が必要）
/usr に 300 MB

■

/var に 20 MB

■

/etc に 10 MB（CP サーバーデータベース用）

■

p.36 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。
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必要なハードウェア

説明

ストレージ

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

RAM

各 CP サーバーに少なくとも 512 MB が必要です。

ネットワーク

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

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

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

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

Linux:
■ RHEL 6
■

RHEL 7

■

SLES 11

■

Oracle Solaris 10

■

Oracle Solaris 11

サポートされるオペレーティングシステムのレベルやサポートされ
るオペレーティングシステムのアーキテクチャなど、その他の詳細
も確認してください。
そのプラットフォームの『Symantec Cluster Server Release
Notes』または『Symantec Storage Foundation High Availability
リリースノート』を参照してください。

以下は CP サーバーのネットワークの必要条件と推奨事項です。
■

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

■

CP サーバーは、これらのネットワークパス上のアプリケーションクラスタとの接続と通
信のために TCP/IP プロトコルを使います。 HTTPS プロトコルを介して通信が発生
した場合、CP サーバーは 443 番の TCP ポートを使ってアプリケーションクラスタか
らのメッセージに応答準備します。443 番の TCP ポートは CP サーバーを設定する
ときに変更できるデフォルトポートです。CP サーバーは 14250 番の TCP ポートを
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使って IPM ベースのプロトコルを介してアプリケーションクラスタからのメッセージに
応答準備します。標準プロトコルの HTTPS プロトコルとは違って、IPM（Inter Process
Messaging）は VCS 固有の通信プロトコルです。
CP サーバーにアクセスするために複数のネットワークパスを設定することをお勧めし
ます。あるネットワークパスにエラーが発生しても、CP サーバーは再起動を必要とせ
ず、他のすべての利用可能な仮想 IP アドレスで応答準備し続けます。
■

CP サーバーは IPM ベースのプロトコルを経由してアプリケーションクラスタと通信す
るときにインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4 アドレス）または IPv6 アドレスを
使います。CP サーバーは HTTPS プロトコルを介してアプリケーションクラスタと通信
するときはインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4）のみをサポートします。

■

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

VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー間の通信のため、次のサポート
マトリックスを確認してください。
表 2-4

VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）と CP サーバー間でサポート
される通信モード

通信モード

CP サーバー
CP サーバー（IPM CP サーバー（IPM
（HTTPS ベースの通 ベースのセキュリ ベースのセキュリティ
信）
ティで保護された通 で保護されない通信）
信）

VCS クラスタ（リリース
バージョン 6.1 以降）

はい

いいえ

いいえ

VCS クラスタ（6.1 より
前のリリースバージョ
ン）

いいえ

はい

はい

VCS と CP サーバー間の IPM ベースのプロトコルを介した安全な通信のために、次の
必要条件と提案事項を考慮してください。
■

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

■

CP サーバーとアプリケーションクラスタが非セキュアモードで通信する場合、Symantec
Product Authentication Service を設定する必要はありません。 非セキュアモードで
は、アプリケーションクラスタユーザーとしての認証は引き続き CP サーバーによって
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提供されます。実行される認証は、権限があるユーザーが CP サーバーでのユー
ザー権限に応じて適切な操作を実行できることのみを保証します。
アプリケーションクラスタと CP サーバー間の安全な通信の確立については、『Symantec
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

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

AMD Opteron または Intel Xeon EM64T（x86_64）上の VMware Server ESX 4.0、
5.0、5.1 および 5.5
ゲスト OS: サポート対象の Linux オペレーティングシステムのリストについては、
『Symantec Cluster Server リリースノート』を参照してください。

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

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

■

サーバーベース I/O フェンシングの場合、すべてのコーディテーションポイントは CP
サーバーである必要があります。

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

インストールされた製品のバージョンチェックおよびメン
テナンスリリースとパッチのダウンロード
シマンテック社では、インストールしたシマンテック社のRPMを確認し、必要なメンテナン
スリリースとパッチをダウンロードするための手段を提供しています。
installer コマンドと -version オプションを使って、システムに何をインストールしたか

を確認し、必要なメンテナンスリリースまたはパッチをダウンロードしてください。現在の
バージョンの製品をインストールした後に製品情報を見つけるには、/opt/VRTS/install
ディレクトリで showversion スクリプトを使います。
version オプションまたは showversion で、指定されたシステムを確認し、以下を見つ

けます。
■

システムにインストールされた VCS 製品のバージョン

■

システムにインストールされているすべての必須 RPM とオプションのシマンテック社
の RPM

■

必須またはオプションの RPM で見つからないもの（該当する場合）
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■

インストールされたパッチ

■

利用可能なベースリリース（メジャーまたはマイナー）

■

利用可能な保守リリース

■

利用可能なパッチリリース

システムを確認し、メンテナンスリリースとパッチをダウンロードするには

1

メディアをマウントするか、インストールディレクトリに移動します。

2

-version オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -version sys1sys2

インストーラはシステムごとに、インストールされているすべてのベースリリース、メン
テナンスリリース、パッチのリストを表示し、その後に利用可能なダウンロードのリスト
を表示します。

3

インターネットにアクセスしている場合は、利用可能なメンテナンスリリースとパッチの
ローカルシステムへのダウンロードを求めるメッセージに従ってください。

4

インターネットにアクセスしていない場合は、次の SORT（Symantec Operations
Readiness Tools）の Patch Finder のページから必要なメンテナンスリリースとパッ
チをダウンロードできます。
https://sort.symantec.com/patch/finder
インストーラのパッチは自動でも、手動でも取得できます。
p.43 の 「インストーラパッチの取得」 を参照してください。

メンテナンスリリースとパッチをダウンロードするには、インストーラからアウトバウンドネット
ワーク呼び出しを行う必要があります。外部ネットワーク接続試行も無効にできます。
p.44 の 「外部ネットワーク接続試行の無効化」 を参照してください。

インストーラパッチの取得
シマンテック社は、Symantec Cluster Server インストーラの問題を発見した場合、次の
場所にある SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web サイトの Patch
Finder ページにパブリックのインストーラパッチを掲示することがあります。
https://sort.symantec.com/patch/finder
インストーラのパッチに自動でも、手動でもアクセスできます。
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インストーラパッチを自動的にダウンロードするには
◆

Symantec Cluster Server バージョン 6.1 より、インストーラパッチは自動的にダウ
ンロードされます。ユーザーの操作は必要ありません。
Symantec Cluster Server バージョン 6.1 以降を実行し、システムにインターネット
アクセスがある場合、インストーラによって必要なすべてのインストーラパッチが自動
的にインポートされ、その使用が開始されます。

インストーラパッチを自動的にダウンロードするには、インストーラがアウトバウンドネット
ワーク呼び出しを行える必要があります。外部ネットワーク接続試行も無効にできます。
p.44 の 「外部ネットワーク接続試行の無効化」 を参照してください。
システムにインターネットアクセスがない場合、インストーラパッチを手動でダウンロードで
きます。
インストーラパッチを手動でダウンロードするには

1

SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web サイトの Patch Finder ペー
ジに移動し、シマンテック社の最新のパッチをローカルシステムに保存します。

2

ステップ 1 でダウンロードしたファイルを解凍するディレクトリに移動します。

3

パッチの tar ファイルを解凍します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# gunzip cpi-6.2P2-patches.tar.gz

4

ファイルを解凍します。たとえば、次のように入力します。
# tar -xvf cpi-6.2P2-patches.tar patches/
patches/CPI62P2.pl
README

5

インストールメディアまたはインストールディレクトリに移動します。

6

パッチを使い始めるには、-require オプションを指定して installer コマンドを
実行します。たとえば、次のように入力します。
# ./installer -require /target_directory/patches/CPI62P2.pl

外部ネットワーク接続試行の無効化
installer コマンドを実行すると、インストーラはアウトバウンドネットワーク呼び出しを行

い、リリースアップデートとインストーラパッチの情報を取得しようとします。システムがファ
イアウォールに後ろにある場合またはインストーラにアウトバウンドネットワーク呼び出しを
実行させない場合は、インストーラによる外部ネットワーク接続の試行を無効にすることが
できます。
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外部ネットワーク接続の試行を無効にするには
◆

プロセス間通信（IPC）を無効にします。
IPC を無効にするには、-noipc オプションを指定してインストーラを実行します。
たとえば、system1（sys1）と system2（sys2）の IPC を無効にするには、次を入力
します。
# ./installer -noipc sys1 sys2
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3
VCS のインストール計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のインストール方法

■

インストールと設定の方法について

■

標準的な VCS クラスタ設定モデル

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

VCS のインストール方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラを使った対
話式のインストール

次のスクリプトベースインストーラのどちらかを使えま
す。
■

■

製品インストーラ
複数のシマンテック製品をインストールして設定す
る場合に使います。
installvcs プログラム
VCS のみをインストールして設定する場合に使い
ます。

スクリプトベースのインストーラでは、一連の質問メッ
セージが表示され、入力した情報に基づいて VCS
のインストールと設定が行われます。
vCenter メニューを使った対話式のインス VMware 環境では、vCenter メニューを使って、複数
トール
システムに VCS をインストールできます。
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。
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方法

説明

Web ベースのインストーラを使った対話式 Web インターフェースを使って VCS のインストール
のインストール
と設定を行えます。
VCS の応答ファイルを使った自動インス
トール

無人インストールを実行する応答ファイルを使用しま
す。 応答ファイルは次のいずれかの方法で生成でき
ます。
■

■

Linux のコマンドとユーティリティを使った
手動インストール

インストールが正常に終了した後で、自動的に生
成された応答ファイルを使います。
-makeresponsefile オプションを使って応答
ファイルを作成します。

rpm -i などのオペレーティングシステムコマンドを
使って VCS をインストールしてから、手動インストー
ルのセクションに記述されているように、手動で VCS
を設定できます。
RHEL の Kickstart ユーティリティを使って VCS をイ
ンストールすることもできます。

メモ: VMware の仮想環境では、VCS とサポートされた高可用性エージェント（合わせて
ゲストコンポーネントと呼ばれる）をゲストの仮想マシンに直接インストールするために
vSphere クライアントを使うことができます。

スクリプトベースのインストーラについて
サポート対象のいくつかのプラットフォームを実行するターゲットシステムで、サポート対
象の任意のプラットフォームを実行するドライバシステムからシマンテック製品（バージョン
6.1 以降）をインストールするには、スクリプトベースのインストーラを使うことができます。
Symantec 製品をインストールするには、次のいずれかの方法を使います。
■

全般的な製品インストーラ（installer）。全般的な製品インストーラスクリプトでは、
インストールと設定のオプションの選択を簡略化するメニューが表示されます。ディス
クからの複数の製品をインストールする場合は、全般的な製品インストーラを使いま
す。
p.85 の 「インストーラを使った VCS のインストール」 を参照してください。

■

製品固有のインストールスクリプト（installvcs）。 製品固有のインストールスクリプト
では、コマンドラインインターフェースオプションが提供されます。installvcs スクリ
プトを使ったインストールと設定は、全般的な製品インストーラを実行してインストール
する製品のリストから VCS を指定するのと同じです。コンピュータ上にダウンロードし
た製品を個別にインストールまたは設定するには、製品固有のインストールスクリプト
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を使います。製品メディアのルートディレクトリでこれらのスクリプトを見つけることがで
きます。 これらのスクリプトも、製品と一緒にインストールされます。
表 3-2

製品インストールスクリプト

シマンテック製品の名 メディアのスクリプト名
前

インストール後のスクリプト名

すべての SFHA ソリュー
ション製品用

N/A

installer

Symantec ApplicationHA installapplicationha

installapplicationha<バー
ジョン>

Symantec Cluster
Server（VCS）

installvcs

installvcs<バージョン>

Symantec Storage
Foundation（SF）

installsf

installsf<バージョン>

Symantec SFHA
（Storage Foundation
and High Availability）

installsfha

installsfha<バージョン>

SFCFSHA（Symantec
installsfcfsha
Storage Foundation
Cluster File System High
Availability）

installsfcfsha<バージョン>

Symantec Storage
Foundation for Oracle
RAC（SF Oracle RAC）

installsfrac<バージョン>

installsfrac

Symantec DMP
installdmp
（Dynamic Multi-pathing）

installdmp<バージョン>

インストールメディアからインストールするとき、スクリプト名には製品バージョンが含まれ
ていません。
インストールの後で製品を設定するとき、インストールスクリプトはスクリプト名に製品バー
ジョンを含めます。
たとえば、バージョン 6.2 の場合は次のようになります。
# /opt/VRTS/install<productname>62 -configure

メモ: 全般的な製品インストーラ（installer）のスクリプトには製品バージョンが含まれ
ていません。
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インストール中のほとんどの場所で、別の操作をするために以下の文字を入力できます。
■

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

■

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

■

インストーラを終了するには、q を入力します。

■

ヘルプを表示するには、? を入力します。

■

デフォルトの応答を受け入れる場合は、Enter キーを押します。

p.492 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

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

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

VCS のライセンス確認

■

複数のクラスタシステムへの VCS RPMのインストール

■

VCS の設定（システムごとにいくつかの設定ファイルを作成）

■

VCS プロセスの起動

次のような各種オプション機能の設定も選択できます。
■

SNMP と SMTP の通知

■

VCS のセキュアモードでの設定

■

ワイドエリアのグローバルクラスタオプション機能

■

クラスタ仮想 IP アドレス

設定の途中で installvcsから入力を要求される情報についてのハイライトを確認してくだ
さい。
p.64 の 「VCS のインストールの準備について」 を参照してください。
uninstallvcsは、installvcsと対のユーティリティであり、VCS RPM をアンインストールしま
す。
p.471 の 「VCS のアンインストールの準備」 を参照してください。
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スクリプトベースのインストーラの機能
スクリプトベースのインストーラでは、VCS のインストール、設定、アップグレード、アンイ
ンストールがサポートされます。さらに、次のタスクを実行するためのコマンドオプションも
用意されています。
■

システムが VCS インストールの必要条件を満たしているか確認する
p.75 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してください。

■

現在クラスタ上で以前のバージョンの VCS が動作している場合は VCS をアップグ
レードする
p.362 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照して
ください。

■

VCS のプロセスを開始または停止する
p.568 の 「シマンテック製品のプロセスの開始と停止」 を参照してください。

■

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

■

データ破損を防ぐためにクラスタの I/O フェンシングを設定する
p.155 の 「installvcs を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を参照してくだ
さい。
p.164 の 「installvcsを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を参照してく
ださい。
p.177 の 「installvcs を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェンシングの設定」
を参照してください。

■

シングルノードクラスタを作成する
p.518 の 「インストーラプログラムを使った単一ノードクラスタの作成」 を参照してくださ
い。

■

既存のクラスタにノードを追加する
p.443 の 「VCS インストーラを使ったノードの追加」 を参照してください。

■

RHEL の Kickstart ユーティリティを使って VCS をインストールするために kickstart
の設定ファイルを作成する
p.251 の 「Kickstart を使った VCS のインストール」 を参照してください。

■

設定ファイルに保存された値を使って自動インストールを実行する
p.211 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してください。
p.217 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.390 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

installvcsを対話式で実行
プログラムを実行すると、yes か no の答えを求めるプロンプトが表示されます。通常は、
これらの質問の後に、[y, n, q, ?] (y) のような一連の応答が続きます。カッコで囲まれた
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応答はデフォルトであり、Enter キーを押すと選択されます。プロンプトされている質問に
関するヘルプを表示するには、? と入力します。インストールを中断するには、q と入力し
ます。
VCS RPM のインストールは、ユーザーが情報を確認した後に行われます。ただし、イン
ストールを中断していた場合は、再び installvcsを実行する前に、部分的にインストール
された VCS ファイルを削除する必要があります。
p.471 の 「VCS のアンインストールの準備」 を参照してください。
インストール中、インストーラは情報入力を促すプロンプトを表示します。応答は一定の範
囲や形式に従うことが求められます。インストーラは、入力例を表示します。リストから項目
を選んで入力する場合、リストに表示されている内容を正確に入力してください。
また、インストーラから設定操作に関係する一連の質問への答えを促すメッセージが表示
されます。そのような質問の場合、b を入力すれば、シリーズの最初のメッセージに戻る
ことができます。また、いくつかのセクションについて設定値を入力後、設定された値を確
認する画面になります。その画面で n を入力した場合、確認画面の項目について再入
力することになります。
VCS Java コンソールは、クラスタに含める必要のない単一システムにインストールできま
す。VCS Java コンソールのインストールに installvcs 使用することはできません。
p.416 の 「Java コンソールのインストール」 を参照してください。

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

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

す。 この URL を使って、Internet Explorer や FireFox などの Web ブラウザから Web
ベースのインストーラにアクセスします。
Web インストーラが動作しているときは常に、Web インストーラでログファイルが作成され
ます。インストール処理が実行されているときは、ログファイルは /var/tmp ディレクトリの
下にあるセッションベースのディレクトリに配置されます。インストール処理が完了した後
は、ログファイルは /opt/VRTS/install/logs ディレクトリに配置されます。監査、デ
バッグ、今後の使用のために、これらのファイルを保存することをお勧めします。
Veritas XPortal Server の設定ファイルの場所は
/var/opt/webinstaller/xprtlwid.conf です。
p.184 の 「Web ベースインストーラを使う前の準備」 を参照してください。
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p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

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

installscript は installer、webinstaller、installvcs、または uninstallvcsです。

■

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

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

大規模な VCS クラスタを設定するためにインストールを複数回実行する場合。
p.211 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してください。

■

大規模な VCS クラスタの複数のシステムで VCS をアップグレードする場合。
p.390 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

■

大規模な VCS クラスタの複数のシステムから VCS をアンインストールする場合。
p.477 の 「応答ファイルを使った VCS のアンインストール」 を参照してください。

応答ファイルに使われる構文
応答ファイルの変数に含まれている Perl 文の構文はさまざまです。それは変数にスカ
ラーやリストの値が必要かどうかによります。
たとえば、文字列値の場合は次のようになります。
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$CFG{Scalar_variable}="value";

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

リストの場合は、次のようになります。
$CFG{List_variable}=["value 1 ", "value 2 ", "value 3 "];

インストールと設定の方法について
シマンテック社のインストールプログラムまたはネーティブオペレーティングシステムの方
法を使って VCS をインストールし、設定できます。
メモ: VMware 仮想環境では、vSphere Client を使って VCS とサポート対象の高可用
性エージェント（合わせてゲストコンポーネントと呼ばれます）をゲスト仮想マシンにインス
トールできます。インストールについて詳しくは、『Symantec High Availability ソリュー
ションガイド（VMware 用）』を参照してください。
表 3-3 には、VCS がサポートするインストールと設定の方法が示されています。
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表 3-3

インストールと設定の方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラ

スクリプトベースのインストーラを使うことで、サポート対象のプラッ
トフォームを実行するドライバシステムからサポート対象のプラッ
トフォームを実行するターゲットコンピュータにシマンテック製品
をインストールできます。
インストーラを使ってシマンテック製品をインストールするには、
次のいずれかを選択します。
■

全般的な製品インストーラ:
installer
全般的な製品インストーラスクリプトでは、インストールと設定
のオプションの選択を簡略化するメニューが表示されます。
ディスクからの複数の製品をインストールする場合は、全般
的な製品インストーラを使います。

■

製品固有のインストールスクリプト:
installvcs<version>
製品固有のインストールスクリプトでは、コマンドラインインター
フェースオプションが提供されます。installvcs スクリプ
トを使ったインストールと設定は、全般的な製品インストーラ
を実行してインストールする製品のリストから VCS を指定す
るのと同じです。
コンピュータ上にダウンロードした製品を個別にインストール
または設定するには、製品固有のインストールスクリプトを使
います。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してく
ださい。
Web ベースのインストーラ

Web ベースのインストーラを使うことで、サポート対象のプラット
フォームを実行するドライバシステムからサポート対象のプラット
フォームを実行するターゲットコンピュータにシマンテック製品を
インストールできます。
Web ベースのインストーラには、標準の Web ブラウザを使って
リモートサイトからインストールと設定を管理するためのインター
フェースがあります。
webinstaller
p.51 の 「Web ベースのインストーラについて」 を参照してくだ
さい。
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方法

説明

配備サーバー

配備サーバーを使って、複数のリリースイメージを中央の 1 つの
場所に格納し、サポート対象のプラットフォームのシステムに配
備することができます。
p.316 の 「配備サーバーについて」 を参照してください。

応答ファイルを使ったサイレント 応答ファイルは、情報の入力を求めるメッセージを表示する代わ
インストール
りに、指定ファイルに格納されている情報を使って、インストール
と設定を自動化します。
前述のオプションのいずれかを使って応答ファイルを生成できま
す。その後、応答ファイルを別のシステム用にカスタマイズでき
ます。1 つ以上のシステムにサイレントにインストールするには、
応答ファイルオプションを使って製品インストールスクリプトを実
行します。
p.211 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照し
てください。
バンドルのインストール

バージョン 6.1 以降では、バンドルのインストールを使って 1 つ
の手順で簡単にベース、保守、パッチのレベルでシステムのイン
ストールまたはアップグレードを直接行うことができます。
インストーラにより、同じリリースイメージに統合されているかのよ
うに両方のイメージがインストールされます。各種のスクリプト、
RPM、パッチコンポーネントがマージされ、1 つの統合されたリ
リースのように複数のリリースが一緒にインストールされます。
p.358 の 「インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メ
ンテナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時インストー
ルまたは同時アップグレード」 を参照してください。

Kickstart
（RedHat Linux システム用）
yum
（RedHat Linux システム用）

Kickstart を使うと、事前定義済みのカスタマイズ設定を基にシ
ステムを自動的にインストールすることができます。
yum リポジトリに VCSRPMをインストールできます。yum は Red
Hat Enterprise Linux 6 と Red Hat Enterprise Linux 7 でサ
ポートされます。

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

2 つのノードがある基本的な VCS クラスタ
p.56 の 「2 ノードの VCS クラスタの標準的な設定」 を参照してください。

■

セキュアモードの VCS クラスタ
p.56 の 「セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定」 を参照してください。

■

Veritas Operations Manager （VOM）を使って集中管理される VCS クラスタ
p.57 の 「VOM で管理された VCS クラスタの標準的な設定」 を参照してください。

■

データ保護のために I/O フェンシングを使う VCS クラスタ
p.94 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタの設定」
を参照してください。
p.95 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを使った標準 VCS クラスタの設定」 を
参照してください。

■

ディザスタリカバリ用のグローバルクラスタ、レプリケーションデータクラスタ、キャンパ
スクラスタなどの VCS クラスタ
ディザスタリカバリクラスタの設定モデルについて詳しくは、『Symantec Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。

2 ノードの VCS クラスタの標準的な設定
図 3-1 は、2 つのノードがある単純な VCS クラスタ設定を示しています。
標準的な 2 ノードの VCS クラスタ

図 3-1

ノード: sys2

ノード: sys1
eth1

VCS プライベート
ネットワーク

eth2

eth1
eth2

eth0

eth0
パブリックネ
ットワーク
クラスタ名: vcs_cluster2
クラスタ ID: 7

セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定
VCS のセキュアモードを有効にすると、システム間のすべての通信の暗号化とユーザー
に対するセキュリティ信用証明の検証が保証されます。
図 3-2 は、セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定を示しています。
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セキュアモードでの VCS クラスタの標準的な設定

図 3-2
複数のクラスタ
クラスタ 1

クラスタ 2

各ノードはルートであり、認証ブロ
ーカーとして機能する

各ノードはルートであり、認証ブロ
ーカーとして機能する

単一のクラスタ

ノード 1

ノード 2

ノード 3

各ノードはルートであり、認証ブローカーとして機能する

VOM で管理された VCS クラスタの標準的な設定
Veritas Operations Manager （VOM）には、Symantec Storage Foundation and High
Availability 製品用の集中型管理コンソールが用意されています。
p.26 の 「Veritas Operations Manager について」 を参照してください。
図 3-3 は、Veritas Operations Manager を使って集中的に管理される VCS クラスタ
の、標準的な設定を示しています。
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VOM で管理されたクラスタの標準的な設定

図 3-3

VOM Central Server および Symantec
Product Authentication Service

クラスタ 1

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

シマンテック製品のライセンスについて

■

VCS ライセンスキーの取得

■

シマンテック製品のライセンスキーのインストール

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

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

■

ライセンスキーなしでインストールを続行する。
インストールする製品モードとオプションを選択するように求めるメッセージが表示さ
れ、必要な製品レベルが設定されます。
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このオプションを選択してから 60 日以内に、権利を付与されたライセンスレベルに対
応した有効なライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーでシステムを
管理することによってキーレスライセンス状態で使い続ける必要があります。前述の条
項に従わない場合、シマンテック社の製品を使い続けることはエンドユーザー使用許
諾契約違反となるため、警告メッセージが表示されます。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
以前のリリースのシマンテック製ソフトウェアからこのリリースにアップグレードする場合、イ
ンストーラによって、キーを新しいバージョンにアップグレードするかどうかを尋ねるメッ
セージが表示されます。既存のライセンスキーでは、このリリースの新しい機能がアクティ
ブにならないことがあります。
製品インストーラでアップグレードする場合、または製品インストーラ以外の方法でインス
トールまたはアップグレードする場合は、製品にライセンスを交付するために次のいずれ
かを行う必要があります。
■

vxkeyless コマンドを実行して、購入した製品の製品レベルを設定。このオプション

では、管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理する必要もあります。
p.248 の 「キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更」 を参照してくださ
い。
vxkeyless(1m) のマニュアルページを参照してください。
■

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

ルする。
p.61 の 「シマンテック製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
vxlicinst（1m） のマニュアルページを参照してください。
使用が許可された別のレベルに製品レベルを変更するためにこれらのオプションを使う
こともできます。たとえば、インストールされた製品にレプリケーションオプションを追加で
きます。使用中の製品レベルとオプションの適切なライセンスを有することを確認する必
要があります。
メモ: ある製品グループから別の製品グループに変更するためには、追加の手順を実行
する必要がある場合があります。

VCS ライセンスキーの取得
この製品にはライセンスキー証明書が含まれます。証明書には、製品キーと購入した製
品ライセンス数が明確に記されています。購入したライセンス数とタイプに応じたしたシス
テムに製品をインストールできます。キーは、証明書で指定されたよりも多くの製品の操
作を有効にする場合があります。ただし、法的には購入した製品ライセンス数に限定され
ます。製品インストール手順でキーをアクティブにする方法を説明します。
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ソフトウェアのライセンスキーを登録し、受け取るためには、次のサイトから Symantec
Licensing Portal に移動します。
http://www.symantec.com/products-solutions/licensing/activating-software/
detail.jsp?detail_id=licensing_portal
ソフトウェア製品のライセンス文書があることを確認します。この文書の情報がシマンテッ
ク製品のライセンスキーを取得し、管理するために必要です。ライセンスキーを受け取っ
た後、製品をインストールできます。
連絡先情報と有用なリンクについては、このサイトで［ヘルプを表示（Get Help）］リンクを
クリックします。
VRTSvlic RPMを使うと、製品のライセンスに関する作業が行えます。 VRTSvlic のイン
ストール後に使うことができるコマンドについては、以下を参照してください。
p.61 の 「シマンテック製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
ライセンスを購入したシマンテック製ソフトウェアの製品のみをインストールできます。付属
ソフトウェア CD はライセンスを購入しなかった他の製品を含む場合があります。

シマンテック製品のライセンスキーのインストール
VRTSvlic RPM を使うと、製品のライセンスに関する作業を行うことができます。VRTSvlic

をインストールすると、次のコマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになりま
す。
vxlicinst

Symantec 製品のライセンスキーをインストールします。

vxlicrep

現在インストールされているライセンスを表示します。

vxlictest

ライセンスキーにエンコードされている機能とその説明を取得します。

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

1

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

2

次の Veritas Volume Manager（VxVM）コマンドを実行して新しいライセンスを認識
します。
# vxdctl license init
vxdctl(1M) マニュアルページを参照してください。

vxkeyless ライセンスがあれば、製品のキーレスライセンスのレベルを表示または更新

できます。
p.248 の 「キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更」 を参照してください。
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5
VCS のインストールの準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のインストールの準備について

■

インストール前タスクの実行

■

VCS のインストールと設定に関する情報の準備

VCS のインストールの準備について
インストール前のタスクを実行する前に、必ずインストールの必要条件を見直し、ベーシッ
クハードウェアを設定し、VCS のセットアップを計画します。

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

インストール前のタスク

タスク

参照

キーレスライセンスを使わ
ない場合は、ライセンス
キーを取得する

p.60 の 「VCS ライセンスキーの取得」 を参照してください。

プライベートネットワークを p.65 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
設定する
永続的なネットワークイン
ターフェースを設定する

p.68 の 「永続的な名前のネットワークインターフェースの確認」 を参
照してください。

システム間の通信を有効に p.556 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル
する
通信モードの設定について」 を参照してください。
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タスク

参照

クラスタシステムで ssh を
設定する

p.557 の 「パスワードなし ssh の手動設定」 を参照してください。

I/O フェンシング用に共有 p.69 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
ストレージを設定する（オプ
ション）
ルートユーザーの作成
PATH 変数と MANPATH
変数を設定する

p.72 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

チューニングパラメータ
kernel.panic を設定する

p.73 の 「チューニングパラメータ kernel.panic の設定」 を参照して
ください。

チューニングパラメータ
kernel.hung_task_panic
の設定

p.73 の 「チューニングパラメータ kernel.hung_task_panic の設定」
を参照してください。

p.72 の 「MANPATH 変数の設定」 を参照してください。

LLT メディアの速度を最適 p.74 の 「プライベート NIC の LLT メディア速度設定の最適化」 を参
にするために基本情報を見 照してください。
直す
LLT 相互接続の設定に有 p.74 の 「LLT 相互接続のメディア速度設定に関するガイドライン」 を
効なガイドラインを見直す 参照してください。
製品ディスクをマウントする p.75 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。
インストールの前にシステ
ムを確認する

p.75 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してください。

プライベートネットワークの設定
VCS では、クラスタを構成するシステム間にプライベートネットワークを設定する必要が
あります。プライベートネットワークを設定するには、NIC または集約インターフェースを
使うことができます。
ハブの代わりにネットワークスイッチを使うことができます。
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照して、VCS のパフォーマンスに関する
注意事項を見直してください。
図 5-1 は VCS を使用する 2 つのプライベートネットワークを示します。
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図 5-1

プライベートネットワークの設定: 2 ノードクラスタと 4 ノードクラスタ

パブリックネットワーク

パブリックネットワーク

プライベート
ネットワーク

プライベートネットワーク

スイッチまたはハブ

各ネットワークに対して 1 つのネットワークスイッチを持つクラスタノード間では、少なくと
も 2 つの独立したネットワークを設定する必要があります。高度な障害保護のために複
数のレイヤー 2 スイッチを相互接続することもできます。LLT のそのような接続はクロスリ
ンクと呼ばれます。
図 5-2 はネットワークスイッチがクロスリンクされているプライベートネットワークの設定を
示します。
図 5-2

クロスリンクされたプライベートネットワークの設定

パブリック
ネットワーク

プライベート
ネットワーク
クロスリンク

次の 2 つの設定のいずれかをお勧めします。
■

少なくとも 2 つのプライベート相互接続リンクと 1 つのパブリックリンクを使います。パ
ブリックリンクは、LLT 用の優先度が低いリンクである場合もあります。プライベート相
互接続リンクは、システム全体のクラスタ状態の共有に使われます。これは、メンバー
シップアービトレーションと高可用性のために重要です。パブリックの優先度が低いリ
ンクは、システム間のハートビート通信のためにだけ使われます。

■

ハードウェア環境で 2 つのリンクのみの使用が許可されている場合、1 つのプライ
ベート相互接続リンクと 1 のパブリックの優先度が低いリンクを使います。2 つのリン
クのみ（1 つのプライベートリンクと 1 つの優先度が低いリンク）を設定することにした
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場合、クラスタは I/O フェンシング（ディスクベースまたはサーバーベースのフェンシ
ング設定のいずれか）を使用するように設定する必要があります。2 つのリンクのみの
環境で 1 つのシステムがダウンした場合、I/O フェンシングによって、ダウンしたノー
ドから、もう一方のシステムがサービスグループと共有ファイルシステムを引き継げる
ことが保証されます。
プライベートネットワークを設定するには

1

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

2

各システムで VCS プライベート NIC を接続します。

3

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

スイッチまたはハブの電源は別々にとる。

■

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

■

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

■

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

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

システムが引き続き稼動している。
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■

4

システムが共有ストレージにアクセスできる。

ネットワーク接続をテストします。一時的にネットワークアドレスを割り当て、telnet
または ping を使って通信を確認します。
LLT は、TCP/IP ではなく独自のプロトコルを使います。したがって、プライベートネッ
トワーク接続が LLT 通信専用であり、TCP/IP のトラフィックには使われないようにす
る必要があります。この必要条件を確認するには、unplumb を実行して、ネットワー
クインターフェースに設定されている一時 IP アドレスの設定を解除します。
設定時にクラスタにプライベートネットワークが設定されます。
LLT を手動で設定することもできます。
p.264 の 「LLT の手動設定」 を参照してください。

永続的な名前のネットワークインターフェースの確認
Symantec Cluster Server では、ネットワークインターフェースカードで永続的なインター
フェース名を使うことが求められます。デフォルトでは、SLES 10 と RHEL5 以降の Linux
のタイプでは、udev を使って永続的なインターフェース名を実現しています。
永続的なネットワークインターフェースを確認して設定するには
◆

ネットワークインターフェース名が永続的であることを確認してください。
ネットワークインターフェース名が永続的でない場合は、永続的なインターフェース
を手動で設定します。
RHEL、SLES、OL については、永続的なインターフェースの設定について詳しく
は OS のマニュアルを参照してください。

インストーラでの ssh または rsh の使用について
インストーラにより、システム間でパスワードを使わないセキュアシェル（ssh）通信またはリ
モートシェル（rsh）通信が使われます。オペレーティングシステムに付属の ssh デーモン
または rsh デーモンが使われます。インストール時に、使いたい通信方法を選択します。
または、ssh か rsh を明示的に設定する installer -comsetup コマンドを実行できま
す。 それから、インストール先システムのスーパーユーザーパスワードを入力します。 イ
ンストール処理が完了すると、パスワードなし接続を削除するかどうか尋ねられます。イン
ストールが突然終了した場合、システムから ssh 設定または rsh 設定を削除するには、
インストールスクリプトの -comcleanup オプションを使います。
p.492 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。
インストール、設定、アップグレード（必要時）、アンインストールのシナリオではほとんどの
場合、インストーラを使って対象システムの ssh または rsh を設定できます。次のシナリ
オでは、システムから ssh 設定または rsh 設定を設定するために、ssh または rsh を手
動で設定するか、installer -comsetup オプションを使う必要があります。
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■

応答ファイルを使ってインストーラセッションを実行する場合。

p.556 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。

共有ストレージの設定
以降の項では、クラスタシステムが共有する SCSI およびファイバーチャネルのデバイス
の設定方法について説明します。
I/O フェンシングでは、データディスクが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートして
いる必要があります。SCSI-3 PR をサポートするコーディネータディスクグループを設定
し、それが機能することを確認する必要があります。
メモ: VCS では、SCSI-3 PR 対応ストレージをサポートしない仮想環境での非 SCSI3
サーバーベースフェンシング設定もサポートされます。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
I/O フェンシングの説明については、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』も参照
してください。

共有ストレージの設定: SCSI
共有ストレージを設定するには、次の手順を実行します。
共有ストレージを設定するには

1

ディスクを最初のクラスタシステムに接続します。

2

ディスクの電源をオンにします。

3

ターミネータをディスクの別のポートに接続します。

4

システムを起動します。システムの起動中にディスクが検出されます。

5

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

6

■

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

■

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

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

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

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

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

Volume Manager ユーティリティを使って、ディスクグループとボリュームを作成
します。

■

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

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

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

7

ディスクの電源をオフにします。

8

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

9

ディスクの電源をオンにします。

10 2 番目のシステムをブートします。システムでディスクを検出できるようになります。
11 Ctrl+A を押して、ディスクの SCSI BIOS 設定を呼び出します。
次の設定を行います。

12

■

［Host adapter SCSI ID］を 6 か、設定に対して適切な値に設定します。SCSI
ID が最初のクラスタシステムで設定されるものとは異なることに注意してくださ
い。

■

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

fdisk コマンドを使って共有ディスクを表示できることを確認します。

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

1

ファイバーチャネルディスクをクラスタシステムに接続します。

2

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

Alt+Q を押して QLogic アダプタ設定メニューを呼び出します。

■

［Configuration Settings］を選択します。

■

Enter キーを押します。

■

［Advanced Adapter Settings］を選択します。

■

Enter キーを押します。

■

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

■

設定を保存します。

■

システムを再起動します。

3

システムがファイバーチャネルディスクを正しく検出することを確認します。

4

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

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

■

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

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

Volume Manager ユーティリティを使って、ディスクグループとボリュームを作成
します。

■

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

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

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

ファイバーチャネルによる接続を必要とするクラスタのすべてのノードに対し、ステッ
プ 2 とステップ 3 を繰り返します。

6

このクラスタシステムの電源を切断します。

7

次のクラスタシステムに同じディスクを接続します。

8

2 番目のシステムの電源をオンにします。

9

2 番目のシステムが、ディスク名を適切に認識できることを確認します。ディスク名は
同じであるはずです。
p.162 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する」 を参照して
ください。

PATH 変数の設定
PATH 変数を設定するには
◆

次のいずれかを実行します。
■

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

■

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

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

次のいずれかを実行します。
■

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

■

C シェル（csh）または拡張された C シェル（tcsh）の場合は、次のように入力しま
す。
% setenv MANPATH /usr/share/man:/opt/VRTS/man
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man コマンドを使ってマニュアルページにアクセスする場合は、シェルで LC_ALL

を "C" に設定して、マニュアルページが正しく表示されるようにします。
# export LC_ALL=C

詳しくは、Red Hat 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。

チューニングパラメータ kernel.panic の設定
デフォルトでは、チューニングパラメータ kernel.panic は 0 に設定されています。 した
がって、ノードのパニックが発生した場合、カーネルは自動的には再起動しません。パ
ニックの発生後にノードが自動的に再起動するように設定するには、このチューニングパ
ラメータをゼロ以外の値に設定する必要があります。
チューニングパラメータ kernel.panic を設定するには

1

/etc/sysctl.conf ファイルでチューニングパラメータ kernel.panic を希望の値に設定
します。
たとえば、kernel.panic = 10 の場合は、チューニングパラメータ kernel.panic に
10 秒が割り当てられます。 この手順により、再起動後も変更が保持されます。

2

コマンドを実行します。
sysctl -w kernel.panic=10

パニックが発生した場合、ノードは 10 秒後に再起動します。

チューニングパラメータ kernel.hung_task_panic の設定
デフォルトでは、Linux のカーネルで kernel.hung_task_panic チューニングパラメー
タは有効になっており、kernel.hung_task_timeout_secs チューニングパラメータは
デフォルトのゼロ以外の値に設定されています。
ノードがパニックにならないようにするには、kernel.hung_task_panic チューニングパ
ラメータを無効にする必要があります。kernel.hung_task_panic が有効の場合、次の
カーネルスレッドのうちのいずれかが kernel.hung_task_timeout_secs の値より長く
待機しているとパニックになります。
■

GAB がシードするのを待機している vxfen 構成パスの vxfenconfig スレッド。

■

新しいコーディネータディスクのピアノードのスナップショットを待つオンラインコーディ
ネータディスク置き換えパスの vxfenswap スレッド。

kernel.hung_task_panic チューニングパラメータを無効にするには:
■

/etc/sysctl.conf ファイルでチューニングパラメータ kernel.hung_task_panic

をゼロ（0）に設定します。このステップにより、ノードが再起動しても変更が持続される
ようになります。

73

第 5 章 VCS のインストールの準備
インストール前タスクの実行

■

各ノードで次のコマンドを実行します。
# sysctl -w kernel.hung_task_panic=0

kernel.hung_task_panic tunable の値を確認するには、次のコマンドを実行します。
■

# sysctl -a | grep hung_task_panic

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

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

各ノードの各イーサネットカードで、同じメディア速度を手動設定することを推奨しま
す。
プライベート NIC のメディア速度を変更する場合は、LLT パフォーマンスを向上させ
るために低速度の低優先度リンクとして NIC を設定することをお勧めします。

■

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

■

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

特定のデバイスのメディア速度設定について詳しくは、このマニュアルには記載されてい
ません。詳しくは、デバイスのマニュアルまたはオペレーティングシステムのマニュアルを
参照してください。

ブレードサーバー環境の VCS の注意事項
一般に、ブレード環境のサーバーの NIC は 2 つだけです。 プライベートネットワークの
ブレード環境で VCS を設定する際には、次の注意事項を確認する必要があります。
■

ハートビートリンクがルーティング不能で TCP/IP を使っていない場合は、個別の専
用物理ネットワークを使う必要があります。 これにより、不適切なルーティング設定に
よる不慮のスプリットブレインを防止できます。
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■

2 つのハートビートリンクの 1 つは専用にする必要がありますが、もう 1 つはパブリッ
ク IP の NIC で共有される優先度が低いハートビートリンクにできます。 クラスタの 2
つのノードには、同じサブネットとワイヤのパブリック IP があることが前提になってい
ます。

■

パブリック NIC のトラフィックの各パケットのサイズは 64 バイト/秒にする必要があり、
パブリックトラフィックと干渉しないようにする必要があります。

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

1

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

2

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

3

ディスクが自動的にマウントされない場合、次のように入力します。
# mount -t iso9660 /dev/sr0 /media

4

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

dist は rhel6、rhel7、sles11 であり、arch は RHEL と SLES の場合は x86_64 で
す。

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

また、installer -precheck コマンドを実行することもできます。
p.27 の 「Symantec Operations Readiness Tools について」 を参照してください。
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システムをチェックするには

1

installvcsのあるフォルダに移動します。
# cd /cdrom/dist_arch/cluster_server

dist は rhel6、rhel7、sles11 であり、arch は RHEL と SLES の場合は x86_64 で
す。
p.75 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

インストール前のチェックを開始します。
# ./installvcs -precheck sys1 sys2

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

3

プログラムがチェックの結果を表示し、チェックの結果をログファイルに保存したら、
その出力を確認します。

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

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

■

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

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

VCS のアップグレード

■

VCS のアンインストール

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

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

停止したクラスタの設定ファイルを正しいフォーマットで表示するには
◆

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

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

VCS RPMをインストールするための情報

情報

説明とサンプル値

システム名

VCS をインストールするシステム名
例: sys1、sys2

必要とされるライセンス
キー

キーレスライセンスを使う場合は、ライセンスキーを入手する必要はあ
りません。ただし、クラスタを管理するために 60 日以内に管理サー
バーを設定する必要があります。
p.59 の 「シマンテック製品のライセンスについて」 を参照してくださ
い。
インストールのタイプに応じて、次のキーがあります。
■

有効なサイトライセンスキー

■

有効なデモライセンスキー

■

VCS グローバルクラスタの有効なライセンスキー

p.60 の 「VCS ライセンスキーの取得」 を参照してください。

設定する値
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情報

説明とサンプル値

インストールするRPMの
決定

■

■

■

設定する値

最小RPM（Minimum RPM） - 基本的な VCS の機能を提供しま
す。
推奨RPM（Recommended RPM） - 拡張機能なしで VCS のす
べての機能を提供します。
すべてのRPM（All RPM） - VCS の拡張機能を提供します。

デフォルトのオプションでは、推奨RPMがインストールされます。
p.245 の 「VCS RPM のリストの表示」 を参照してください。

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

VCS クラスタの名前と ID の設定に必要な情報

情報

説明とサンプル値

設定する値

クラスタ名

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

重複のないクラスタ ID

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

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

VCS プライベートハートビートリンクの設定に必要な情報

情報

説明とサンプル値

LLT の設定方法の決定

イーサネット上での LLT、UDP 上での LLT、または RDMA 上での
LLT を設定できます。
イーサネット上での LLT は、LLT の典型的な設定です。 クラスタノー
ドがルーター全体にわたる場合、すべての前提条件の確認の後、UDP
上での LLT の設定を使ってください。
RDMA 上での LLT は特定の使用例でサポートされます。
p.522 の 「LLT での UDP 層の使用」 を参照してください。
p.538 の 「RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例 」 を参照
してください。

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

選択する設定モードの決 4 つのオプションがあります。
定
1 イーサネット上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する

2

UDP 上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する

3

RDMA 上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する

4

イーサネット上での LLT の設定を自動的に検出する

オプション 1、2、3 の詳細は手動で入力する必要がありますが、オプ
ション 4 の詳細は自動的に検出されます。
オプション 1 の場合

■

イーサネット上での LLT

■

システム間のプライベートネットワークで使う NIC のデバイス名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェース
カード（通常は eth0）は使わないでください。
例: eth1、eth2
すべてのシステムで同じ NIC を使うかどうかを選択します。異なる
NIC を使う場合は、各システムの詳細を入力します。

オプション 2 の場合

システムごとに、次の詳細が必要です。

UDP 経由の LLT

■

システム間のプライベートネットワークで使う NIC のデバイス名

■

各 NIC の IP アドレス

■

各 NIC の UDP ポート詳細

オプション 3 の場合

システムごとに、次の詳細が必要です。

RDMA 上での LLT

■

システム間のプライベートネットワークで使う NIC のデバイス名

■

各 NIC の IP アドレス

■

各 NIC の UDP ポート詳細

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

仮想 IP アドレスの設定に必要な情報

説明とサンプル値

クラスタの各ノードのパブ パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
リック NIC 名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
例: eth0

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

NIC の仮想 IP アドレス

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

仮想 IPv4 アドレスのネッ 仮想 IPv4 アドレスで使うサブネット。
トマスク
例: 255.255.240.0
仮想 IPv6 アドレスのプレ 仮想 IPv6 アドレスのプレフィックスの長さ。
フィックス
例: 64

表 5-6 は、VCS ユーザーの追加に必要な情報の一覧です。
表 5-6

VCS ユーザーの追加に必要な情報

情報

説明とサンプル値

設定する値

ユーザー名

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

ユーザーパスワード

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

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

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

SMTP 電子メール通知の設定に必要な情報（オプション）

説明とサンプル値

クラスタの各ノードのパブ パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
リック NIC 名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
例: eth0

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

SMTP サーバーのドメイ
ン名を含むアドレス

SMTP サーバーは、クラスタ内のイベントに関する電子メール通知を
送信します。
例: smtp.symantecexample.com

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

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

SNMP トラップ通知の設定に必要な情報（オプション）。

説明とサンプル値

クラスタの各ノードのパブ パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
リック NIC 名
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
例: eth0
SNMP トラップデーモンの デフォルトのポート番号は 162 です。
ポート番号
各 SNMP コンソールのシ 例: sys5
ステム名

設定する値
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情報

説明とサンプル値

設定する値

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

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

グローバルクラスタの設定に必要な情報（オプション）。

情報

説明とサンプル値

パブリック NIC の名前

クラスタの仮想 IP の設定と同じ NIC を使うことができます。それ以外
の場合は、NIC に適切な値を指定します。
ネットワークインターフェースカードまたは集約インターフェース。
例: eth0

NIC の仮想 IP アドレス

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

仮想 IPv4 アドレスのネッ
トマスク

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

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

設定する値
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I/O フェンシングの設定に必要な情報を確認します。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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3
スクリプトベースのインストー
ラを使ったインストール

■

第6章 VCS のインストール

■

第7章 データ整合性のための VCS クラスタ設定の準備

■

第8章 VCS の設定

■

第9章 データ整合性のための VCS クラスタの設定

6
VCS のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストーラを使った VCS のインストール

インストーラを使った VCS のインストール
VCS をインストールするには、次の手順を実行します。
メモ: VCS をインストールするシステムはターゲットシステムと同じ Linux 配布を実行する
必要があります。
VCS をインストールするには

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品ディスクをマウントしていることを確認しま
す。
p.75 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

製品のインストーラを使って VCS をインストールする場合は、次の手順を実行しま
す。
■

インストーラを起動します。
# ./installer

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

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

■

表示されるリストから、インストールする製品の［Symantec Cluster Server］を選
択します。

installvcsを使って VCS をインストールする場合は、次の手順を実行します。
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installvcsのあるフォルダに移動します。
# cd install_media/dist_arch/cluster_server

dist は rhel6、rhel7、sles11 のいずれかであり、arch は x86_64 です。
■

VCS のインストールプログラムを起動します
# ./installvcs

インストーラは、著作権情報を表示して起動し、ログが作成されるディレクトリを指
定します。
VCS を VMware 環境にインストールするときに、システムと Symantec High
Availability Console の間でシングルサインオンが有効になっている場合は、次の
手順を実行します。
■

SSO_inputs_file という名前のファイルを以下の内容で tmp ディレクトリに作

成します。
$Obj::pool{Cfg}{sso_console_ip} = '1.2.3.4';
$Obj::pool{Cfg}{sso_local_username} = 'root';
$Obj::pool{Cfg}{sso_local_password} = 'encryptedpassword';
メモ: SSO 入力ファイルには暗号化されたパスワードのみを入力する必要があり
ます。 詳細情報:

■

installvcsのあるディレクトリに移動します。
# cd install_media/dist_arch/cluster_server

dist は rhel6、rhel7、または sles11 であり、arch は x86_64 です。
■

installvcs プログラムを起動します。
# ./installvcs -require SSO_inputs_file

3

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意する場合は、y を入力します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the cluster_server/EULA/<lang>/EULA_SFHA_Ux_6.2.pdf
file present on media? [y,n,q,?] y

4

インストールする VCS RPM を選択します。
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メモ: VMware の仮想環境では、オプション 2 か 3 を指定する必要があります。
p.488 の 「Symantec Cluster Server インストールRPM」 を参照してください。
どの RPM をインストールするかに基づいて、次のいずれかを入力します。
1

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

2

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

3

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

4

オプションごとに VCS RPMを表示する。

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

5

VCS をインストールするシステムの名前を入力します。
Enter the 64 bit operating system system names separated by spaces:
[q,?] sys1 sys2

シングルノードの VCS インストールの場合は、システムの名前を 1 つのみ入力しま
す。
p.518 の 「インストーラプログラムを使った単一ノードクラスタの作成」 を参照してくだ
さい。
インストーラはシステムに対して次の操作を行います。
■

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

■

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

■

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

以前のバージョンの VCS がインストールされているかどうかを調べる。
以前のバージョンの VCS がインストールされている場合は、インストーラによっ
て、VCS 6.2 にアップグレードするオプションが表示されます。
p.349 の 「VCS 6.2 へのアップグレードについて」 を参照してください。

■

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

■

製品ライセンスがあるかどうかを調べる。

■

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

88

インストーラが各ノードにインストールするRPMの一覧を確認します。
インストーラはシステム sys1 と sys2 に VCS RPM をインストールします。

7

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

使用するライセンスタイプに基づいて、次のいずれかを入力します。
1

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

2

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

8

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

9

VCS を設定するには、プロンプトで y を入力してください。VCS を後で設定するこ
ともできます。
Would you like to configure VCS on sys1 sys2 [y,n,q] (n) n

p.129 の 「スクリプトベースインストーラを使って VCS を設定するタスクの概要」 を参
照してください。

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

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

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

各システムにインストールされる RPM をリストします。

ログファイル

インストール全体の詳細を表示します。

応答ファイル

他のシステムで無人インストールや自動インストールを実行するために
使えるインストール情報が含まれています。
p.211 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してくだ
さい。
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7
データ整合性のための VCS
クラスタ設定の準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

I/O フェンシング設定の計画について

■

CP サーバーの設定

I/O フェンシング設定の計画について
インストーラを使って VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタの I/O フェン
シングを設定する必要があります。リリースバージョン 6.2（HTTPS ベースの通信）のアプ
リケーションクラスタは、リリースバージョン 6.1 以降の CP サーバーのみをサポートしま
す。
ディスクベースの I/O フェンシング、サーバーベースの I/O フェンシング、マジョリティベー
スの I/O フェンシングを設定できます。クラスタ化に VCS を使う複数のクラスタが企業環
境にある場合、シマンテック社ではサーバーベースの I/O フェンシングを設定することを
お勧めします。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントは、CP サーバーのみ、また
は CP サーバーとコーディネータディスクの組み合わせとして追加できます。
シマンテック社では、SFHA クラスタでホストされる 1 つの高可用性 CP サーバーを単一
コーディネーションポイントとして使用するサーバーベースフェンシングもサポートしてい
ます。
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警告: 単一コーディネーションポイント（CP サーバー）を使うサーバーベースフェンシング
設定では、コーディネーションポイントが単一点障害になります。 このような設定では、
SFHA クラスタ内の CP サーバーのフェールオーバー中はアービトレーション機能は使
用できません。そのため、CP サーバーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケー
ションクラスタでネットワーク分割が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンしま
す。 1 つの CP サーバーベースのフェンシングは、テスト環境でのみ使用することをお勧
めします。
コーディネーションポイントを使用してクラスタを保護しない場合はマジョリティフェンシン
グ機構を使用します。小さなクラスタ環境を使用していてフェンシングの設定のために追
加のディスクやサーバーに投資したいと思わない場合にマジョリティモードの I/O フェン
シングを設定することをお勧めします。
メモ: マジョリティベース I/O フェンシングは高可用性の点でサーバーベースまたはディ
スクベースの I/O よりも堅牢性が低いです。マジョリティベースフェンシングモードでは、
ごくたまにクラスタが利用不可能になる場合があります。
SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境に VCS をインストールしている場合、非 SCSI-3
フェンシングを設定できます。
p.93 の 図 7-2 を参照してください。
図 7-1 は VCS クラスタで I/O フェンシングを設定するための概念的なフローチャートを
説明します。
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I/O フェンシング設定のワークフロー

図 7-1

SFCFS をインストールして設定する

ディスクベースの
フェンシングを設
定する(scsi3
モード)

3 つの
ディスク

準備タスク
Vxdiskadm または
vxdisksetup ユーティリティ
ディスクを VxVM ディスクとして初期
化する
Vxfenadm および
vxfentsthdw ユーティリティ
ディスクの I/O フェンシング準拠を確
認する

I/O フェンシングの
コーディネーション
ポイントがあるか?

サーバーベースの
フェンシングの設定
(カスタマイズした
モード)

1 台以上の
CP サーバー

準備タスク
既存の CP サーバーの特定
CP サーバーと VCS クラスタ間で TCP/IP 接続を確立する
(または)
CP サーバーを設定する
VCS または SFHA を CP サーバーシステムにインストー
ルして設定する

CP サーバーと VCS クラスタ間で TCP/IP 接続を確立する

設定タスク
以下のいずれかの方法を使用
Installsfcfsha -fencing を実行し、
オプション 2 を選択し、画面の指示に従う
または
作成した応答ファイルで値を編集してそれ
らの値を Installsfcfsha -responsefile コマンド
で使用する

CP サーバーがクラスタ化されている場合、CP サーバー用の
共有ストレージを設定する
-configcps を実行して、画面の指示に従う (または) 手動で
CP サーバーを設定する
コーディネーションポイントとして機能する
ディスクが対象
ディスクを VxVM ディスクとして初期化してディスクの I/O
フェンシング準拠を確認する

または
手動でディスクベースの I/O フェンシング
を設定する

設定タスク

または
Web ベースのインストーラを使用して、
ディスクベースのフェンシングを設定す
るように選択する

以下のいずれかの方法を使用
Installsfcfsha -fencing を実行し、オプション 1 を選択して、
画面の指示に従う
または
作成した応答ファイルで値を編集してそれらの値を installvcs
-responsefile コマンドで使用する

コーディネーションポイントなし
設定タスク
Installsfcfsha -fencing を実行し、
オプション 3 を選択し、画面の指示に従う

または
手動でサーバーベースの I/O フェンシングを設定する
または
Web ベースのインストーラを使用して、サーバーベースの
フェンシングを設定するように選択する

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

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するためのワークフロー

VCS が
SCSI3 非互換仮想
環境にあるか ?
過半数ベースのフェンシング
を設定する(コーディネーション
ポイントなし)

サーバーベースのフェンシング
(カスタマイズしたモード)を
CP サーバーで設定する

準備タスク

設定タスク

既存の CP サーバーの特定
CP サーバーと VCS クラスタ間の
TCP/IP 接続の確立
(または)
CP サーバーを設定
VCS または SFHA の CP
サーバーシステムへの
インストールおよび設定

Installvcs -fencing を
実行し、オプション 3 を選択し、
ストレージが SCSI3
互換でないことを確認するため
に n を入力して画面の指示に従う

CP サーバーと VCS クラスタ間の
TCP/IP 接続の確立
CP サーバーがクラスタ化されて
いる場合、CP サーバーの共有
ストレージを設定
-configcps を実行して、画
面のメッセージに従う(または)
手動で CP サーバーを設定

設定タスク
以下のいずれかの方法を使用
installvcs -fencing を実行し、オプション 1 を選
択し、ストレージが SCSI3-互換でないことを確
認するために n を入力し、画面の指示に従う
または
作成した応答ファイルで値を編集してそれらの
値を Installvcs -responsefile コマンドで使用する
または
手動で、非 SCSI3 サーバーベースの I/O
フェンシングを設定する

準備タスクを実行した後、次のいずれかの方法を使って I/O フェンシングを設定できま
す。
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installvcs を使う

p.155 の 「installvcs を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を参照してくださ
い。
p.164 の 「installvcsを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を参照してくだ
さい。
p.177 の 「installvcs を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェンシングの設定」 を
参照してください。
p.178 の 「installvcs を使ったマジョリティベース I/O フェンシングの設定」 を参照してく
ださい。

Web ベースのインストーラの使用

p.196 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実現」
を参照してください。

応答ファイルを使う

p.233 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を
参照してください。
p.236 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.238 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参照し
てください。
p.240 の 「マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を
参照してください。
p.231 の 「応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

設定ファイルを手動で編集する

p.284 の 「ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.289 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.304 の 「仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.310 の 「マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定 」 を参照してください。

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

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

94

第 7 章 データ整合性のための VCS クラスタ設定の準備
I/O フェンシング設定の計画について

ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタの
設定

図 7-3
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サーバーベースの I/O フェンシングを使った標準 VCS クラスタの設定
図 7-4 は、VCS クラスタ（2 つのノードがある）、単一の CP サーバー、2 つのコーディ
ネータディスクを使って設定を表示します。 VCS クラスタ内のノードは、LLT リンクに接
続されて LLT リンクを使って互いに通信します。
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CP サーバー、VCS クラスタ、コーディネータディスク

図 7-4
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推奨される CP サーバーの設定
以下は CP サーバーの推奨設定です。
■

複数のアプリケ−ションクラスタが、3 つの CP サーバーをコーディネーションポイント
として使う
p.97 の 図 7-5 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、単一の CP サーバーと、コーディネータディスク
（2）の単一または複数ペアをコーディネーションポイントとして使う
p.98 の 図 7-6 を参照してください。

■

複数のアプリケ−ションクラスタが、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイント
として使う
この単一コーディネーションポイントフェンシング設定では、SFHA クラスタ上でコー
ディネーションポイントとして設定されている高可用性 CP サーバーを使う必要があり
ます。
p.98 の 図 7-7 を参照してください。
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警告: 単一 CP サーバーフェンシング設定では、SFHA クラスタ内の CP サーバーの
フェールオーバー中はアービトレーション機能は使用できません。そのため、CP サー
バーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケーションクラスタでネットワーク分割
が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンします。
3 つのコーディネーションポイントを使う CP サーバー設定が推奨されていますが、3 つ
を超えるコーディネーションポイントを I/O フェンシングで使うことができます。使用する
コーディネーションポイントの合計数が奇数になるようにしてください。複数のアプリケ−
ションクラスタが共通の CP サーバーのコーディネーションポイント一式を共有する設定
では、CP サーバー同様アプリケ−ションクラスタも、汎用一意識別子（UUID）を使ってア
プリケ−ションクラスタを識別します。
図 7-5 は、複数のアプリケ−ションクラスタに接続されている 3 つの CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケ−ションクラスタに接続している 3 つの CP サーバー

図 7-5

シングルノード VCS
クラスタでホストされる CP サーバー
（SFHA クラスタでもホストできる）

TCP/IP

パブリックネットワーク
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アプリケーションクラスタ
（アプリケーションに高可用性を提供するために、VCS、
SFHA、SFCFS、または SF Oracle RAC
を実行するクラスタ）

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

図 7-6

シングルノード VCS クラスタでホストされる CP サーバー
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図 7-7 は、複数のアプリケ−ションクラスタに接続されている単一の CP サーバーを使う
設定を示しています。
複数のアプリケ−ションクラスタに接続している単一の CP サーバー

図 7-7

SFHA クラスタ上でホストされる
CP サーバー
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TCP/IP

アプリケーションクラスタ
(アプリケーションに高可用性を提供するために VCS、SFHA、SFCFS、または SF Oracle RAC を
実行するクラスタ)

p.572 の 「サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図」 を参照してくださ
い。
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CP サーバーの設定
表 7-1 に、CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用に設定するためのタスク
の一覧を示します。
表 7-1

CP サーバーをサーバーベース I/O フェンシング用設定するためのタ
スク

タスク

参照

CP サーバー設定を計画する

p.99 の 「CP サーバー設定の計画」 を参照して
ください。

CP サーバーをインストールする

p.101 の 「インストーラを使った CP サーバーの
インストール」 を参照してください。

CP サーバークラスタをセキュアモードで設定す p.101 の 「セキュアモードでの CP サーバークラ
る
スタの設定」 を参照してください。
CP サーバーデータベース用の共有ストレージ p.102 の 「CP サーバーデータベースの共有スト
を設定する
レージの設定」 を参照してください。
CP サーバーを設定する

p.103 の 「 インストーラプログラムを使った CP
サーバーの設定」 を参照してください。
p.115 の 「Web ベースのインストーラを使った
CP サーバーの設定」 を参照してください。
p.116 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照して
ください。
p.122 の 「応答ファイルを使用した CP サーバー
の設定」 を参照してください。

CP サーバー設定を確認する

p.127 の 「CP サーバーの設定の確認」 を参照
してください。

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

1

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

2

3

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

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

■

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

CP サーバークラスタに IPM ベースの通信または HTTPS ベースの通信のどちら
か、または両方を設定するかを決定します。
IPM ベースの通信では、リリース 6.1 以降の CP サーバーは 6.1 より前のクライア
ントをサポートします。CP サーバーを設定するとき、IPM ベースのクライアントに VIP
を提供することが必要となります。
HTTPS ベースの通信では、リリース 6.1 以降の CP サーバーはリリース 6.1 以降
のクライアントのみをサポートします。

4

CP サーバークラスタを、セキュアモードの IPM ベースの通信で設定するかどうかを
決定します。
CP サーバーとクライアント（VCS クラスタ）間の通信を保護する場合は、CP サー
バークラスタをセキュアモードの IPM ベースの保護された通信で設定することを推
奨します。 6.1 リリースより前のリリースバージョンでインストールされたクライアントを
CP サーバーがサポートする必要があれば、IPM ベースの通信を使うようにしてくだ
さい。

5

CP サーバーのハードウェアとネットワークを設定します。
p.38 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

6

CP サーバー設定のために次の情報を用意します。
■

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

■

CP サーバーのポート番号
CP サーバーが使用する TCP/IP ポートを割り当てます。
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有効なポート範囲は 49152 から 65535 です。 HTTPS ベースの通信用のデ
フォルトポート番号は 443 で、IPM ベースのセキュリティ保護された通信用は
14250 です。
■

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

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

CP サーバーで 1 つのシステムを使うか複数のシステムを使うかに応じて、次のタス
クを実行します。

CP サーバー設定で 1 つ シングルノード VCS クラスタを作成するために、VCS をインストールして設定します。
のシステムを使う場合
VCS 6.2 のインストール中、VRTScps が推奨される RPM のセットの下に入ります。
CP サーバーの設定に進みます。
p.103 の 「 インストーラプログラムを使った CP サーバーの設定」 を参照してください。
p.116 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照してください。
CP サーバー設定で複数 SFHA クラスタを作成するために SFHA をインストールして設定します。 これにより CP サーバー
のシステムを使う場合
が高可用性になります。
CP サーバーで次の必要条件を満たしてください。
■

SFHA 6.2 のインストール中、VRTScps が推奨される RPM のセットの下に入ります。

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

セキュアモードでの CP サーバークラスタの設定
CP サーバーと SFHA クラスタ（CP サーバークライアント）間で IPM ベース（Symantec
Product Authentication Service）のセキュリティで保護された通信が必要な場合にの
み、CP サーバーのセキュリティを設定する必要があります。ただし IPM ベースの通信
は、CP サーバーがリリース 6.1 より前のアプリケーションクラスタをサポートすることを可
能にします。
この手順では、CP サーバークラスタでの HAD 通信を保護します。
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メモ: VCS の設定時にセキュアモードで CP サーバークラスタを設定している場合は、こ
のセクションをスキップしてください。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定するには
◆

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

-security

<version> は特定のリリースバージョンです。

CP サーバーに SFHA をインストールしている場合は、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/install/installsfha<version>

-security

<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定
CP サーバークラスタに SFHA を設定した場合は、次の手順を実行して CP サーバー
データベース用の共有ストレージを設定します。
SFHA クラスタ用の CP サーバーを設定すると、インストーラは CP サーバーデータベー
ス用の共有ストレージを設定できます。
CP サーバーデータベース用のミラーボリュームを作成し、VxFS ファイルシステムタイプ
を使うことをお勧めします。
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CP サーバーデータベースの共有ストレージを設定するには

1

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

2

disk1 disk2

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

3

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

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

Linux

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

Solaris

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

インストーラプログラムを使った CP サーバーの設定
インストーラプログラムの configcps オプションを使用して CP サーバーを設定します。
次のいずれかの手順を実行します。
シングルノード VCS クラ p.104 の 「シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場
スタの CP サーバーの場 合」 を参照してください。
合:
SFHA クラスタの CP
サーバーの場合:

p.109 の 「SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには」 を参照して
ください。
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シングルノード VCS クラスタに CP サーバーを設定する場合

1

VRTScps RPM がノードにインストールされていることを確認します。

2

configcps オプションを指定して installvcs<version> プログラムを実行します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -configcps
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

3

インストーラがクラスタ情報を調べ、クラスタに CP サーバーを設定するかどうかを確
認するメッセージを表示します。
y を入力して、CP サーバーを設定することを確認します。

4

コーディネーションポイントサーバーを設定する方法に基づいてオプションを選択し
ます。

1) Configure Coordination Point Server on single node VCS system
2) Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
3) Unconfigure Coordination Point Server

5

オプション [1-3、q] 1 を入力します。
これにより、インストーラが次の設定前チェックを実行します。
■

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

インストーラは、CP サーバー固有のライセンスとして識別されるライセンスを自動的
にインストールします。 それは VCS のライセンスがノードにあってもインストールさ
れます。 CP サーバー固有のキーを使用することにより、シングルノードの VCS ラ
イセンスを使う必要はなくなります。 これはまた VOM（Veritas Operations Manager）
が、シングルノードのコーディネーションポイント（CP）サーバーのライセンスを、VCS
ライセンスとしてではなく、CP サーバー固有のライセンスとして識別できるようにしま
す。

6

シングルノードに CP サーバー固有のライセンスがある場合にのみ VCS エンジン
を再起動してください。
A single node coordination point server will be configured and
VCS will be started in one node mode, do you want to
continue? [y,n,q] (y)

104

第 7 章 データ整合性のための VCS クラスタ設定の準備
CP サーバーの設定

7

CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信は、リリース 6.1.0 以降の HTTPS
によって保護されます。 ただし、IPM ベースの通信を使用している以前のリリース
バージョンのクラスタ（6.1.0 より前）もまだサポートされています。
CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: [b]

8

cps1

HTTPS ベースのセキュリティ保護された通信が可能な CP サーバーに対する有効
な仮想 IP アドレスを入力してください。 1 つの CP サーバーに複数の仮想 IP アド
レスを設定できます。HTTPS ベースの通信では、IPv4 アドレスのみがサポートされ
ます。 IPM ベースの通信では、IPv4 および IPv6 の両方のアドレスがサポートされ
ます。
Enter Virtual IP(s) for the CP server for HTTPS,
separated by a space: [b] 10.200.58.231 10.200.58.232
10.200.58.233

メモ: CP サーバーの仮想 IP アドレスと CP サーバーの NIC インターフェースの IP
アドレスが IP ネットワークの同じサブネットに属すること確認してください。これは、ク
ライアントノードと CP サーバー間での通信に必要です。

9

それぞれの仮想 IP アドレスに対応する CP サーバーのポート番号を入力するか、
Enter キーを押してデフォルト値（443）を受け入れます。

Enter the default port '443' to be used for all the
virtual IP addresses for HTTPS communication or assign the
corresponding port number in the range [49152, 65535] for
each virtual IP address. Ensure that each port number is
separated by a single
space: [b] (443) 54442 54443 54447

10 6.1.0 より前のリリースのクラスタをサポートする必要があるかどうかを決定します。こ
れらのクラスタは、CP サーバーと安全に通信するために Symantec Product
Authentication Services（AT）（安全な IPM ベースのプロトコル）を使います。

Do you want to support older (prior to 6.1.0)
clusters? [y,n,q,b] (y)
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11 IPM ベースのセキュリティ保護された通信のために、CP サーバーの仮想 IP を入
力します。
Enter Virtual IP(s) for the CP server for IPM,
separated by a space [b] 10.182.36.8 10.182.36.9

IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされます。

12 それぞれの仮想 IP アドレスに対応するポート番号を入力するか、デフォルトポート
を受け入れます。

Enter the default port '14250' to be used for all the
virtual IP addresses for IPM-based communication, or assign
the corresponding port number in the range [49152, 65535]
for each virtual IP address.
Ensure that each port number is separated by a single space:
[b] (14250) 54448 54449

13 CP サーバーとアプリケーションクラスタ間でセキュリティ保護された通信を有効にす
るかどうかを決定します。
Symantec recommends secure communication between
the CP server and application clusters. Enabling security
requires Symantec Product Authentication Service to be installed
and configured on the cluster. Do you want to enable Security for
the communications? [y,n,q,b] (y) n

14 CP サーバーデータベースの絶対パスを入力するか、または Enter キーを押してデ
フォルト値（/etc/VRTScps/db）を受け入れます。
Enter absolute path of the database: [b] (/etc/VRTScps/db)
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15 CP サーバー設定情報を確認します。
CP Server configuration verification:
------------------------------------------------CP Server Name: cps1
CP Server Virtual IP(s) for HTTPS: 10.200.58.231, 10.200.58.232,
10.200.58.233
CP Server Virtual IP(s) for IPM: 10.182.36.8, 10.182.36.9
CP Server Port(s) for HTTPS: 54442, 54443, 54447
CP Server Port(s) for IPM: 54448, 54449
CP Server Security for IPM: 0
CP Server Database Dir: /etc/VRTScps/db
------------------------------------------------Is this information correct? [y,n,q,?]

(y)

16 設定処理に進み、vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf configuration file
Successfully created directory /etc/VRTScps/db on node

17 このクラスタの CP サーバーサービスグループ（CPSSG）を設定します。
Enter how many NIC resources you want to configure (1 to 2): 2

設定する各 NIC リソースごとに、次の質問に答えます。

18 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 1: eth0
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 2: eth1

19 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.231 (1 to 2): 1
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.232 (1 to 2): 2
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20 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
Symantec recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure NIC resource
to be always online
Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device eth0
on system sys1? [y,n,q] y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for NIC eth0
on system sys1: 10.200.56.22
Do you want to add another Network Host? [y,n,q] n

21 仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。IPv6 アドレスを入力する場合、プロン
プトでプレフィックスの詳細を入力してください。
HTTPS ベースの通信を使用する場合は IPv4 アドレスのみがサポートされます。
Enter the netmask for virtual IP for
HTTPS 192.169.0.220: (255.255.252.0)
Enter the netmask for virtual IP for
IPM 192.169.0.221: (255.255.252.0)
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22 コーディネーションポイントサーバーの設定の状態が表示されます。設定プロセスが
完了した後、成功メッセージが表示されます。
For example:
Updating main.cf with CPSSG service group.. Done
Successfully added the CPSSG service group to VCS configuration.
Trying to bring CPSSG service group
ONLINE and will wait for upto 120 seconds
The Symantec coordination point server is ONLINE
The Symantec coordination point server has
been configured on your system.

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

-state コマン

ドを実行します。
For example:
# hagrp -state CPSSG
#Group Attribute System Value
CPSSG State.... |ONLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。CP サー
バーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に vxcpserv プロセスと他のリソー
スが追加されます。
CPSSG 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。
SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには

1

各ノードに VRTScps RPM がインストールされていることを確認します。

2

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

3

configcps オプションを指定して installsfha<version> プログラムを実行します。
# ./installsfha<version> -configcps
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

4

インストーラがクラスタ情報を調べ、クラスタに CP サーバーを設定するかどうかを確
認するメッセージを表示します。
y を入力して、CP サーバーを設定することを確認します。
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5

コーディネーションポイントサーバーを設定する方法に基づいてオプションを選択し
ます。

1)
2)
3)

6
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Configure Coordination Point Server on single node VCS system
Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
Unconfigure Coordination Point Server

SFHA クラスタに CP サーバーを設定する場合は、2 を入力します。
これにより、インストーラが次の設定前チェックを実行します。
■

7

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

CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信は、リリース 6.1.0 以降の HTTPS
によって保護されます。 ただし、IPM ベースの通信を使用している以前のリリース
バージョンのクラスタ（6.1.0 より前）もまだサポートされています。
CP サーバーの名前を入力します。
Enter the name of the CP Server: [b]

8

cps1

CP サーバーの有効な仮想 IP アドレスを入力します。1 つの CP サーバーに複数
の仮想 IP アドレスを設定できます。HTTPS ベースの通信では、IPv4 アドレスのみ
がサポートされます。 IPM ベースの通信では、IPv4 および IPv6 の両方のアドレス
がサポートされます。
Enter Virtual IP(s) for the CP server for HTTPS,
separated by a space: [b] 10.200.58.231 10.200.58.232 10.200.58.233

9

それぞれの仮想 IP アドレスに対応する CP サーバーのポート番号を入力するか、
Enter キーを押してデフォルト値（443）を受け入れます。

Enter the default port '443' to be used for all the virtual IP addresses
for HTTPS communication or assign the corresponding port number in the range [49152,
65535] for each virtual IP address. Ensure that each port number is separated by
a single space: [b] (443) 65535 65534 65537

10 6.1.0 より前のリリースのクラスタをサポートする必要があるかどうかを決定します。こ
れらのクラスタは、CP サーバーと安全に通信するために Symantec Product
Authentication Services（AT）（安全な IPM ベースのプロトコル）を使います。
Do you want to support older (prior to 6.1.0) clusters? [y,n,q,b] (y)
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11 IPM ベースのセキュリティ保護された通信のために、CP サーバーの仮想 IP を入
力します。IPv4 と IPv6 の両方のアドレスがサポートされます。
Enter Virtual IP(s) for the CP server for IPM, separated by a space:
[b] 10.182.36.8 10.182.36.9

12 それぞれの仮想 IP アドレスに対応するポート番号を入力するか、デフォルトポート
を受け入れます。

Enter the default port '14250' to be used for all
the virtual IP addresses for IPM-based communication, or
assign the corresponding port number in the range [49152, 65535]
for each virtual IP address.
Ensure that each port number is separated by a single space:
[b] (14250) 54448 54449

13 CP サーバーとアプリケーションクラスタ間でセキュリティ保護された通信を有効にす
るかどうかを決定します。
Symantec recommends secure communication between the CP server and application clusters.
Enabling security requires Symantec Product Authentication Service to be
installed and configured on the cluster.
Do you want to enable Security for the communications? [y,n,q,b] (y)

14 データベースの絶対パスを入力します。
CP Server uses an internal database to store the client information.
As the CP Server is being configured on SFHA cluster, the database should reside
on shared storage with vxfs file system. Please refer to documentation for
information on setting up of shared storage for CP server database.
Enter absolute path of the database: [b] /cpsdb
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15 CP サーバー設定情報を確認します。
CP Server configuration verification:
CP Server Name: cps1
CP Server Virtual IP(s) for HTTPS: 10.200.58.231, 10.200.58.232,
10.200.58.233
CP Server Virtual IP(s) for IPM: 10.182.36.8, 10.182.36.9
CP Server Port(s) for HTTPS: 65535, 65534, 65537
CP Server Port(s) for IPM: 54448, 54449
CP Server Security for IPM: 1
CP Server Database Dir: /cpsdb
Is this information correct? [y,n,q,?] (y)

16 設定処理に進み、vxcps.conf 設定ファイルが作成されます。
Successfully generated the /etc/vxcps.conf configuration file
Copying configuration file /etc/vxcps.conf to sys0....Done
Creating mount point /cps_mount_data on sys0. ... Done
Copying configuration file /etc/vxcps.conf to sys0. ... Done
Press Enter to continue.

17 このクラスタの CP サーバーサービスグループ（CPSSG）を設定します。
Enter how many NIC resources you want to configure (1 to 2): 2
Answer the following questions for each NIC resource that you want to configure.

18 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なネットワークインターフェースを入
力します。
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 1: eth0
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 2: eth1

19 仮想 IP アドレスと関連付けたい NIC リソースを入力します。
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.231 (1 to 2): 1
Enter the NIC resource you want to associate with the virtual IP 10.200.58.232 (1 to 2): 2
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20 各 NIC リソースのネットワークホスト情報を入力します。
Symantec recommends configuring NetworkHosts attribute to ensure NIC resource
to be always online

Do you want to add NetworkHosts attribute for the NIC device eth0
on system sys1? [y,n,q] y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for NIC eth0
on system sys1: 10.200.56.22

Do you want to add another Network Host? [y,n,q] n
Do you want to apply the same NetworkHosts for all systems? [y,n,q] (y)

21 仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。IPv6 アドレスを入力する場合、プロン
プトでプレフィックスの詳細を入力してください。
HTTPS ベースの通信を使用する場合は IPv4 アドレスのみがサポートされます。

Enter the netmask for virtual IP for
HTTPS 192.168.0.111: (255.255.252.0)
Enter the netmask for virtual IP for
IPM 192.168.0.112: (255.255.252.0)

22 CP サーバーデータベースのディスクグループを設定します。既存のディスクグルー
プを選択するか、または新しいディスクグループを作成できます。
Symantec recommends to use the disk group that has at least
two disks on which mirrored volume can be created.
Select one of the options below for CP Server database disk group:
1)
2)

Create a new disk group
Using an existing disk group

Enter the choice for a disk group: [1-2,q]

2

23 CP サーバーデータベースのディスクグループとして 1 つのディスクグループを選
択します。
Select one disk group as CP Server database disk group: [1-3,q] 3
1) mycpsdg
2) cpsdg1
3) newcpsdg
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24 CP サーバーデータベースボリュームを選択します。
既存のボリュームを使用することも、CP サーバーデータベースの新しいボリューム
を作成することもできます。新たに作成されたディスクグループを選択した場合は、
CP サーバーデータベースの新しいボリュームを作成することしか選択できません。
Select one of the options below for CP Server database volume:
1) Create a new volume on disk group newcpsdg
2) Using an existing volume on disk group newcpsdg

25 ボリューム [1-2,q] 2 を選択します。
26 いずれか 1 つのボリュームを CP サーバーデータベースボリューム [1-1,q] 1 として
選択します。
1) newcpsvol

27 VCS 設定ファイルが更新された後、成功メッセージが表示されます。
For example:
Updating main.cf with CPSSG service group .... Done
Successfully added the CPSSG service group to VCS configuration.

28 セキュアクラスタの場合、インストーラは /cpsdb/CPSERVER へのソフトリンク
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER を作成し、/cpsdb/CPSERVER にすで

に資格情報が存在するかどうかを確認します。存在しない場合は
/cpsdb/CPSERVER ディレクトリに資格情報が作成され、存在する場合は既存の資
格情報を再利用するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
Do you want to reuse these credentials? [y,n,q] (y)
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29 設定プロセスが完了した後、成功メッセージが表示されます。
For example:
Trying to bring CPSSG service group ONLINE and will wait for upto 120 seconds
The Symantec Coordination Point Server is ONLINE
The Symantec Coordination Point Server has been configured on your system.

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

-state コマン

ドを実行します。

For example:
# hagrp -state CPSSG
#Group Attribute System Value
CPSSG State cps1 |ONLINE|
CPSSG State cps2 |OFFLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。CP
サーバーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に vxcpserv プロセスと他の
リソースが追加されます。
CPSSG 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。

Web ベースのインストーラを使った CP サーバーの設定
Web ベースのインストーラを使って CP サーバーを設定するには、次の手順を実行しま
す。
クラスタで VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

CP サーバーを設定する

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

［クラスタの選択（Select Cluster）］ページで、VCS を設定するシステムの名前を入
力し、［次へ（Next）］をクリックします。
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4

［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで、クラスタ情報が正しいことを確認し、CP
サーバーを設定するかどうかを選択します。
■

CP サーバーを設定するには、［はい（Yes）］をクリックします。

■

後で CP サーバーを設定する場合は、［いいえ（No）］をクリックします。

5

［オプションの選択（Select Option）］ページで、［単一ノード VSC システムまたは
SFHA クラスタに CP サーバーを設定する（Configure CP Server on a single-node
VCS system or SFHA cluster）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

6

［CP サーバーを設定（Configure CP Server）］ページで、名前、仮想 IP、ポート番
号、設定の詳細を格納するためのデータベースの絶対パスなどの CP サーバーの
情報を入力します。
［次へ（Next）］をクリックします。

7

CP サーバーのサービスグループ（CPSSG）を設定し、NIC リソースの数を選択し、
CP サーバーの設定に使う仮想 IP に NIC リソースを関連付けます。
［次へ（Next）］をクリックします。

8

CP サーバーのネットワークホストを設定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

CP サーバーのディスクグループを設定します。
［次へ（Next）］をクリックします。
メモ: この手順はシングルノードクラスタには該当しません。

10 CP サーバーに関連付けるディスクグループのボリュームを設定します。
［次へ（Next）］をクリックします。
メモ: この手順はシングルノードクラスタには該当しません。

11 ［完了（Finish）］をクリックし、CP サーバーの設定を完了します。

CP サーバーの手動設定
手動で CP サーバーを設定するには、次の手順を実行します。
CP サーバーは IPM ベースのセキュリティ保護された通信と HTTPS ベースのセキュリ
ティ保護された通信の両方をサポートします。 IPM ベースのセキュリティ保護された通信
が設定されている CP サーバーは、6.1 以前のバージョンの製品で実行されているクライ
アントノードをサポートします。ただし、HTTP ベースの通信のみが設定されている CP
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サーバーでは、6.1 以降のバージョンの製品で実行されているクライアントノードのみを
サポートします。6.1 より前の製品バージョンのクライアントノードは、HTTPS ベースの通
信ではサポートされません。
HTTPS ベースの通信による CP サーバーを設定するには、CP サーバーとそのクライア
ントノードのための証明書を手動で生成する必要があります。
表 7-2

CP サーバーを手動で設定するためのタスク

タスク

参照

IPM ベースのセキュリティ p.117 の 「IPM ベースのセキュリティ保護された通信のための手動に
保護された通信のために よる CP サーバーの設定」 を参照してください。
CP サーバーを手動で設
定する
HTTPS 通信のために CP p.118 の 「HTTPS ベースの通信のための手動による CP サーバーの
サーバーを手動で設定す 設定」 を参照してください。
る
p.119 の 「CP サーバーのための手動によるキーと証明書の生成」 を
参照してください。
p.122 の 「CP サーバーの設定の完了」 を参照してください。

IPM ベースのセキュリティ保護された通信のための手動による CP
サーバーの設定
次の手順を実行して、手動で CP サーバーを Symantec Product Authentication
Services（AT）（IPM ベース）のセキュアモードに設定します。
手動で CP サーバーを設定するには

1

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

2

任意のノードに CPSSG サービスグループを追加するには、main.cf ファイルを編
集します。サンプル main.cf の CPSSG サービスグループを例として使います。
p.510 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
設定に従って CPSSG サービスグループの下のリソースをカスタマイズします。

3

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

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

4

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

117

第 7 章 データ整合性のための VCS クラスタ設定の準備
CP サーバーの設定

CP サーバーを Symantec Product Authentication Services（AT）プロトコル（IPM
ベース）を使用してセキュアモードに設定したかどうかに基づいて、次のいずれかを
実行します。

5

■

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

■

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

すべてのクラスタノードで VCS を起動します。
# hastart

6

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

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

System
cps1.symantecexample.com

Value
|ONLINE|

HTTPS ベースの通信のための手動による CP サーバーの設定
次の手順を実行して、手動で CP サーバーを Symantec Product Authentication
Services（AT）（IPM ベース）のセキュアモードに設定します。
手動で CP サーバーを設定するには

1

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

2

任意のノードに CPSSG サービスグループを追加するには、main.cf ファイルを編
集します。サンプル main.cf の CPSSG サービスグループを例として使います。
p.510 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
設定に従って CPSSG サービスグループの下のリソースをカスタマイズします。

3

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

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

4

/etc/vxcps/vxcps.conf.sample に用意されたサンプル設定ファイルを使って
/etc/vxcps.conf ファイルを作成します。
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シマンテック社では、CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信のセキュリティ
を有効にすることをお勧めします。
CP サーバーを HTTPS モードに設定した場合は次の手順に従います。
■

/etc/vxcps.conf ファイルを編集して vip_https に HTTPS 通信で必要な

仮想IPアドレスを設定します。
■

/etc/vxcps.conf ファイルを編集して port_https に HTTPS 通信で使用さ

れるポートを設定します。

5

手動で CP サーバーのキーと証明書を生成します。
p.119 の 「CP サーバーのための手動によるキーと証明書の生成」 を参照してくださ
い。

CP サーバーのための手動によるキーと証明書の生成
CP サーバーは HTTPS プロトコルを使用してクライアントノードとの安全な通信を確立し
ます。HTTPS は通信の安全な手段であり、SSL/TLS プロトコルを使用して確立された
安全な通信チャネルを介して行われます。
HTTPS は x509 規格の証明書を使用し、PKI（Public Key Infrastructure）に基づいて
CP サーバーとクライアント間の安全な通信を確立します。PKI と同様、CP サーバーとそ
のクライアントには CA（認証局）によって署名された固有の証明書一式があります。サー
バーとそのクライアントは証明書を信頼します。
すべての CP サーバーはそれ自体、およびそのすべてのクライアントノードに対する証
明局として機能します。CP サーバーには固有の CA キーと CA 証明書、およびサーバー
の専用キーから生成されたサーバー証明書があります。サーバー証明書は CP サーバー
の UUID（汎用一意識別子）に対して発行されます。CP サーバーが応答するすべての
IP アドレスまたはドメイン名は CP サーバーのサーバー証明書にある Subject Alternative
Name セクションで言及されています。
キーまたは証明書を作成するには CP サーバーに OpenSSL ライブラリがインストール
されている必要があります。OpenSSL がインストールされていないと、キーおよび証明書
を作成できません。SSL が起動したときにどのキーまたは証明書を CP サーバーで使用
するかを決める設定ファイルが vxcps.conf ファイルによって指定されます。設定値は
ssl_conf_file に保存されており、デフォルト値は /etc/vxcps_ssl.properties で
す。
手動で CP サーバーのキーと証明書を生成するには

1

CP サーバーにセキュリティファイル用のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /var/VRTScps/security/keys /var/VRTScps/security/certs

2

VIP を含む OpenSSL 構成ファイルを生成します。
CP サーバーはこれらの VIP のクライアントノードからの要求に応答します。サーバー
証明書には VIP、FQDN、CP サーバーのホスト名が含まれます。クライアントはこれ
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らの値のいずれかを使用することによって CP サーバーにアクセスできます。ただ
し、シマンテック社ではクライアントノードが IP アドレスを使って CP サーバーと通信
することを推奨しています。
設定例では次の値を使用します。
■

設定ファイル名: https_ssl_cert.conf

■

VIP: 192.168.1.201

■

FQDN: cpsone.company.com

■

ホスト名: cpsone

設定ファイルの [alt_names] セクションで使用されている IP アドレス、VIP、FQDN
値はサンプル値です。サンプル値を任意の設定値に置き換えます。設定ファイルの
その他の値は変更しないでください。

[req]
distinguished_name = req_distinguished_name
req_extensions = v3_req
[req_distinguished_name]
countryName = Country Name (2 letter code)
countryName_default = US
localityName = Locality Name (eg, city)
organizationalUnitName = Organizational Unit Name (eg, section)
commonName = Common Name (eg, YOUR name)
commonName_max = 64
emailAddress = Email Address
emailAddress_max = 40
[v3_req]
keyUsage = keyEncipherment, dataEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName = @alt_names
[alt_names]
DNS.1 = cpsone.company.com
DNS.2 = cpsone
DNS.3 = 192.168.1.201
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3

CA 証明書を作成するのに使用される 4096 ビット CA キーを生成します。
キーは /var/VRTScps/security/keys/ca.key に格納する必要があります。
キーは偽証明書の作成に誤用され、セキュリティが損なわれる可能性があるので、
root ユーザーだけが CA キーにアクセスできるようにしてください。
# /usr/bin/openssl genrsa -out /var/VRTScps/security/keys/ca.key
4096

4

自己署名の CA 証明書を作成します。
# /usr/bin/openssl req -new -x509 -days days -key
/var/VRTScps/security/keys/ca.key -subj ¥
'/C=countryname/L=localityname/OU=COMPANY/CN=CACERT' -out ¥
/var/VRTScps/security/certs/ca.crt

ここで、days は希望する証明書の有効日数、countryname は国名、localityname
は市、CACERT は証明書の名前です。

5

CP サーバーの 2048 ビットの専用キーを生成します。
キーは /var/VRTScps/security/keys/server_private key に格納する必要
があります。
# /usr/bin/openssl genrsa -out ¥
/var/VRTScps/security/keys/server_private.key 2048

6

サーバー証明書の CSR（Certificate Signing Request）を生成します。
証明書の CN（Certified Name）は CP サーバーの UUID です。
# /usr/bin/openssl genrsa -out
/var/VRTScps/security/keys/server_private.key 2048

7

サーバー証明書の CSR（Certificate Signing Request）を生成します。
証明書の CN（Certified Name）は CP サーバーの UUID です。
# /usr/bin/openssl req -new -key
/var/VRTScps/security/keys/server_private.key ¥
-config https_ssl_cert.conf -subj ¥
'/C=CountryName/L=LocalityName/OU=COMPANY/CN=UUID' ¥
-out /var/VRTScps/security/certs/server.csr

ここで、countryname は国名、localityname は市、 UUID は CN です。
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8

CA のキー証明書を使ってサーバー証明書を生成します。
# /usr/bin/openssl x509 -req -days days -in
/var/VRTScps/security/certs/server.csr ¥
-CA /var/VRTScps/security/certs/ca.crt -CAkey¥
/var/VRTScps/security/keys/ca.key ¥
-set_serial 01 -extensions v3_req -extfile https_ssl_cert.conf ¥
-out /var/VRTScps/security/certs/server.crt

ここで、days は希望する証明書の有効日数、https_ssl_cert.conf は設定ファイル
名です。
CP サーバーに必要なキーと証明書の作成が完了しました。

9

root ユーザー以外のユーザーがキーおよび証明書を見ることができないようにして
ください。

10 CP サーバーの設定を完了します。
p.122 の 「CP サーバーの設定の完了」 を参照してください。

CP サーバーの設定の完了
サービスグループを検証し、VCS を起動するには次の手順に従います。

1

すべてのクラスタノードで VCS を起動します。
# hastart

2

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

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

System
cps1.symantecexample.com

Value
|ONLINE|

応答ファイルを使用した CP サーバーの設定
生成された応答ファイルを使用して CP サーバーを設定できます。
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シングルノード VCS クラスタの場合:
◆

responsefile オプションを指定して installvcs<version> コマンドを実行し、シ
ングルノード VCS クラスタの CP サーバーを設定します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -responsefile
'/tmp/sample1.res'
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
SFHA クラスタの場合:
◆

responsefile オプションを指定して installsfha<version> コマンドを実行し、
SFHA クラスタの CP サーバーを設定します。
# /opt/VRTS/install/installsfha<version> -responsefile
'/tmp/sample1.res'
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

CP サーバーを設定するための応答ファイル変数
表 7-3では、CP サーバーを設定するための応答ファイル変数について説明します。
表 7-3

CP サーバーを設定するための応答ファイル変数を記述します

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{configcps}

スカラー

この変数は、CP サーバーの設定タスクを実
行します。

CFG{cps_singlenode_config}

スカラー

この変数は、CP サーバーをシングルノード
VCS クラスタで設定するかどうかを示します。

CFG{cps_sfha_config}

スカラー

この変数は、CP サーバーを SFHA クラスタ
で設定するかどうかを示します。

CFG{cps_unconfig}

スカラー

この変数は、CP サーバーを設定解除するか
どうかを示します。

CFG{cpsname}

スカラー

この変数は、CP サーバーの名前を指定しま
す。

CFG{cps_db_dir}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの絶
対パスを指定します。

123

第 7 章 データ整合性のための VCS クラスタ設定の準備
CP サーバーの設定

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{cps_security}

スカラー

この変数は、CP サーバーにセキュリティを設
定するかどうかを示します。

CFG{cps_reuse_cred}

スカラー

この変数は、CP サーバーで既存の資格情
報を再利用するかどうかを示します。

CFG{cps_https_vips}

リスト

この変数は、HTTPS ベースの通信用に設
定された CP サーバーの仮想 IP アドレスを
示します。

CFG{cps_ipm_vips}

リスト

この変数は、IPM ベースの通信用に設定さ
れた CP サーバーの仮想 IP アドレスを示し
ます。

CFG{cps_https_ports}

リスト

この変数は、HTTPS ベースの通信用に設
定された CP サーバーの仮想 IP アドレスの
ポート番号を示します。

CFG{cps_ipm_ports}

リスト

この変数は、IPM ベースの通信用に設定さ
れた CP サーバーの仮想 IP アドレスのポー
ト番号を示します。

CFG{cps_nic_list}{cpsvip<n>}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのシステムの
NIC を示します。

CFG{cps_netmasks}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのサブネットマ
スクを示します。

CFG{cps_prefix_length}

リスト

この変数は、仮想 IP アドレスのプレフィック
スの長さを示します。

CFG{cps_network_hosts}{cpsnic<n>} リスト

この変数は、NIC リソースのネットワークホス
トを示します。

CFG{cps_vip2nicres_map}{<vip>} スカラー

この変数は、仮想 IP アドレスに関連付けら
れた NIC リソースを示します。

CFG{cps_diskgroup}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの
ディスクグループを示します。

CFG{cps_volume}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースのボ
リュームを示します。

CFG{cps_newdg_disks}

リスト

この変数は、CP サーバーデータベースの新
しいディスクグループの作成に使用するディ
スクを示します。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{cps_newvol_volsize}

スカラー

この変数は、CP サーバーデータベースの新
しいボリュームのボリュームサイズを示します。

CFG{cps_delete_database}

スカラー

この変数は、設定解除において CP サー
バーのデータベースを削除するかどうかを示
します。

CFG{cps_delete_config_log}

スカラー

この変数は、設定解除において CP サー
バーの設定ファイルとログファイルを削除す
るかどうかを示します。

CFG{cps_reconfig}

スカラー

この変数は、CP サーバーを再設定するかど
うかを定義します。

シングルノード VCS クラスタで CP サーバーを設定するためのサ
ンプル応答ファイル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.123 の 表 7-3 を参照してください。

#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{cps_db_dir}="/etc/VRTScps/db";
$CFG{cps_https_ports}=[ qw(443) ];
$CFG{cps_https_vips}=[ qw(192.169.0.220) ];
$CFG{cps_ipm_ports}=[ qw(14250) ];
$CFG{cps_ipm_vips}=[ qw(192.169.0.221) ];
$CFG{cps_netmasks}=[ qw(255.255.252.0 255.255.252.0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip1}=[ qw(eth0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip2}=[ qw(eth0) ];
$CFG{cps_security}="0";
$CFG{cps_singlenode_config}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"192.169.0.220"}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"192.169.0.221"}=1;
$CFG{cpsname}="cps1";
$CFG{opt}{configcps}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
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$CFG{systems}=[ qw(cps1) ];
$CFG{vcs_clusterid}=64505;
$CFG{vcs_clustername}="single";
1;

SFHA クラスタで CP サーバーを設定するためのサンプル応答ファ
イル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.123 の 表 7-3 を参照してください。

#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{cps_db_dir}="/cpsdb";
$CFG{cps_diskgroup}="cps_dg1";
$CFG{cps_https_ports}=[ qw(50006 50007) ];
$CFG{cps_https_vips}=[ qw(10.198.90.6 10.198.90.7) ];
$CFG{cps_ipm_ports}=[ qw(14250) ];
$CFG{cps_ipm_vips}=[ qw(10.198.90.8) ];
$CFG{cps_netmasks}=[ qw(255.255.248.0 255.255.248.0 255.255.248.0) ];
$CFG{cps_network_hosts}{cpsnic1}=[ qw(10.198.88.18) ];
$CFG{cps_network_hosts}{cpsnic2}=[ qw(10.198.88.18) ];
$CFG{cps_newdg_disks}=[ qw(emc_clariion0_249) ];
$CFG{cps_newvol_volsize}=10;
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip1}=[ qw(eth0 eth0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip2}=[ qw(eth0 eth0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip3}=[ qw(eth0 eth0) ];
$CFG{cps_security}="0";
$CFG{cps_sfha_config}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"10.198.90.6"}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"10.198.90.7"}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"10.198.90.8"}=1;
$CFG{cps_volume}="volcps";
$CFG{cpsname}="cps1";
$CFG{opt}{configcps}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
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$CFG{prod}="SFHA62";
$CFG{systems}=[ qw(cps1 cps2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=49604;
$CFG{vcs_clustername}="sfha2233";
1;

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

1

2

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

/etc/vxcps.conf（CP サーバーの設定ファイル）

■

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

■

/etc/VRTScps/db（シングルノードクラスタの CP サーバーデータベースのデフォ
ルトの場所）

■

/cps_db（マルチノードクラスタの CP サーバーデータベースのデフォルトの場
所）

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

しているかどうかを確認します。
アプリケーションクラスタに HTTPS ベースの通信が設定されている場合、HTTP 通
信に割り当てるポート番号を提供する必要はありません。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

IPM ベースの通信では、ポート番号として 14250 を指定する必要があります。
# cpsadm -s cp_server -p 14250

-a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名です。
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8
VCS の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

スクリプトベースインストーラを使って VCS を設定するタスクの概要

■

ソフトウェアの設定の開始

■

設定するシステムの指定

■

クラスタ名の設定

■

プライベートハートビートリンクの設定

■

クラスタの仮想 IP の設定

■

セキュアモードでの Symantec Cluster Server の設定

■

VCS クラスタの信頼関係の設定

■

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

■

VCS ユーザーの追加

■

SMTP 電子メール通知の設定

■

SNMP トラップ通知の設定

■

グローバルクラスタの設定

■

VCS 設定の完了

■

システム上のライセンスの確認と更新
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スクリプトベースインストーラを使って VCS を設定するタ
スクの概要
表 8-1 は、スクリプトベースインストーラを使った VCS の設定に必要な手順の一覧です。
表 8-1

スクリプトベースのインストーラを使って VCS を設定するタスク

タスク

参照

ソフトウェアの設定の開始

p.129 の 「ソフトウェアの設定の開始」 を参照して
ください。

VCS を設定するシステムの指定

p.130 の 「設定するシステムの指定」 を参照して
ください。

基本クラスタの設定

p.131 の 「クラスタ名の設定」 を参照してくださ
い。
p.131 の 「プライベートハートビートリンクの設定」
を参照してください。

クラスタの仮想 IP アドレスの設定（オプション）

p.137 の 「クラスタの仮想 IP の設定」 を参照して
ください。

セキュアモードでのクラスタの設定（オプション） p.139 の 「セキュアモードでの Symantec Cluster
Server の設定」 を参照してください。
VCS ユーザーの追加（クラスタをセキュアモード p.146 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してく
で設定しなかった場合は必須）
ださい。
SMTP 電子メール通知の設定（オプション）

p.147 の 「SMTP 電子メール通知の設定」 を参
照してください。

SNMP 電子メール通知の設定（オプション）

p.148 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照し
てください。

グローバルクラスタの設定（オプション）

p.150 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照し
てください。

メモ: VCS をインストールしたときに、グローバ
ルクラスタが有効になっている必要があります。
ソフトウェアの設定の完了

p.151 の 「VCS 設定の完了」 を参照してくださ
い。

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

1

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

2

インストーラを起動します。
# ./installer

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

3

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

4

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

installvcs プログラムを使って VCS を設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

installvcs プログラムを開始します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -configure
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
インストーラは、著作権情報を表示して起動し、ログが作成されるディレクトリを指定
します。

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

1

VCS を設定するシステムの名前を入力します。
Enter the operating_system system names separated
by spaces: [q,?] (sys1) sys1 sys2

2

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

3

■

インストーラを実行しているローカルノードがリモートノードと通信できることをチェッ
クする
ssh バイナリが検出されると、インストーラは ssh がパスワードやパスフレーズを
要求せずに動作できることを確認します。ssh バイナリがリモートノードと通信で
きない場合、インストーラは rsh バイナリを試します。ssh と rsh の両方のバイナ
リが失敗した場合、インストーラは ssh または rsh バイナリの設定を支援するメッ
セージを表示します。

■

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

■

VCS がインストールされているか確認する

■

VCS 6.2 がインストールされていない場合は終了する

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

p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

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

1

インストーラによって表示される設定の指示を確認します。

2

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

プライベートハートビートリンクの設定
LLT が使うプライベートハートビートリンクを設定します。
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p.65 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
VCS では、イーサネット上での LLT、UDP（User Datagram Protocol）上での LLT、
RDMA 上での LLT を使うことができます。ハードウェア必要条件のために UDP 上での
LLT を使う必要がある場合以外は、処理効率を高めるためイーサネット上での LLT また
は RDMA 上での LLT を使うようにハートビートリンクを設定することをお勧めします。UDP
上での LLT を設定する場合は、必ず前提条件を満たしてください。
集約リンクの一部であるリンクを使って LLT ハートビートを設定しないでください。たとえ
ば、link1、link2 を集約して集約リンク aggr1 を作成できます。ハートビートリンクとして
aggr1 を使うことはできますが、link1 または link2 は使わないでください。
p.522 の 「LLT での UDP 層の使用」 を参照してください。
p.538 の 「RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例 」 を参照してください。
次の手順は、LLT ハートビートリンクの設定に役立ちます。
プライベートハートビートリンクを設定するには

1

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

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

■

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

■

オプション 3: RDMA 上での LLT を使ってハートビートリンクを設定する（インス
トーラの質問に答えます）
ハートビートリンクとして使う RDMA の有効な NIC ごとに IP アドレスが設定され
ていることを確認します。インストーラプロンプトで RDMA 上での LLT を設定す
るためのハートビートリンク詳細を入力します。RNIC の IP アドレスをまだ設定し
ていない場合は、RNIC の IP アドレスを検出することもできます。
手順 4 へ進みます。

■

オプション 4: イーサネット上での LLT の設定を自動的に検出する
インストーラがハートビートリンク詳細を自動的に検出し、イーサネット上での LLT
を設定できるようにします。各システムの間を接続しているすべてのリンクが自動
的に検出されます。
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インストーラがハートビートリンクの検出と設定を自動的に実行できるように、NIC
がアクティブになっていることを確認してください。
手順 7 へ進みます。
メモ: オプション 4 は、設定がシングルノード設定のときは該当しません。

2

オプション 1 を選択した場合、プライベートハートビートリンクのネットワークインター
フェースカード詳細を入力します。
ネットワークインターフェースカードが自動的に検出されて、一覧表示されます。
パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェースカード（通常は
eth0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] eth1
eth1 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on sys1.
Are you sure you want to use eth1 for the first private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on sys1:
[b,q,?] eth2
eth2 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on sys1.
Are you sure you want to use eth2 for the second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)
Do you want to configure an additional low priority heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n)
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3

オプション 2 を選択した場合、プライベートハートビートリンクの NIC 詳細を入力し
ます。この手順では、NIC の名前として private_NIC1 や private_NIC2 などを使っ
ています。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] private_NIC1
Do you want to use address 192.168.0.1 for the
first private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the first private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (50000)
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] private_NIC2
Do you want to use address 192.168.1.1 for the
second private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the second private heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (50001)
Do you want to configure an additional low priority
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Enter the NIC for the low priority heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (private_NIC0)
Do you want to use address 192.168.3.1 for
the low priority heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the UDP port for the low priority heartbeat
link on sys1: [b,q,?] (50004)
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4
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オプション 3 を選択した場合、RDMA を設定するための相互接続のタイプを選択し
ます。

1)
2)
b)

Converged Ethernet (RoCE)
InfiniBand
Back to previous menu

Choose the RDMA interconnect type [1-2,b,q,?] (1) 2

必要な OS ファイル、RDMA に必要なドライバ、NIC の IP アドレスなどの詳細が表
示されます。
InfiniBand ネットワークを使って RDMA の有効な NIC に割り当てられた IP アドレ
スのサンプル出力です。RoCE では、RDMA NIC の値が eth0、eth1 のように表さ
れることに注意してください。

System
RDMA NIC
IP Address
=================================================================
sys1
ib0
192.168.0.1
sys1
ib1
192.168.3.1
sys2
ib0
192.168.0.2
sys2
ib1
192.168.3.2

第 8 章 VCS の設定
プライベートハートビートリンクの設定

5

136

オプション 3 を選択した場合、プライベートハートビートリンクの NIC 詳細を入力し
ます。この手順では、InfiniBand ネットワーク上の RDMA を使います。相互接続の
タイプとして RoCE を選択すると、RDMA NIC はイーサネット（eth）として表されま
す。

Enter the NIC for the first private heartbeat
link (RDMA) on sys1: [b,q,?] <ib0>
Do you want to use address 192.168.0.1 for the
first private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the port for the first private heartbeat
link (RDMA) on sys1: [b,q,?] (50000) ?
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link (RDMA) on sys1:
[b,q,?] (ib1)
Do you want to use the address 192.168.3.1 for the second
private heartbeat link on sys1: [y,n,q,b,?] (y)
Enter the port for the second private heartbeat link (RDMA) on sys1:
[b,q,?] (50001)
Do you want to configure an additional low-priority heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (n)

6

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

入力した NIC の詳細を sys1 で使用する場合は、同じ NIC が各システムで利用可
能であることを確かめます。次に、プロンプトで y を入力します。
一部のシステムで NIC のデバイス名が異なっていたら、n を入力します。プログラム
のプロンプトに従って、各システムに NIC の詳細を入力します。
UDP 上での LLT と RDMA 上での LLT の場合は、他のシステムで同じ NIC を使
う場合にも、他のシステムの NIC ごとに一意の IP アドレスを入力する必要がありま
す。
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オプション 4 を選択した場合は、各システムの NIC とネットワークリンクの検出とリン
ク優先度の設定が自動的に行われます。
ハートビートリンクの検出に失敗するか、高優先度リンクの検出に失敗した場合は、
オプション 1 またはオプション 2 を選択し、ハートビートリンクを手動で設定してくだ
さい。
オプション 1 の場合は手順 2、オプション 2 の場合は手順 3、オプション 3 の場合
は手順 4 を参照してください。

8

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

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

9

インストーラが表示する要約された情報を確認します。

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

1

クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を確認します。

2

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

3

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

検出された NIC を使う場合は、Enter キーを押します。

■

別の NIC を使う場合は、使う NIC の名前を入力して、Enter キーを押します。
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Active NIC devices discovered on sys1: eth0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on sys1:
[b,q,?](eth0)

4

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

すべてのノードで同じパブリック NIC を使う場合は、y を入力します。

■

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

Is eth0 to be the public NIC used by all systems
[y,n,q,b,?] (y)

5

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

■

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

■

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

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: eth0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

138

第 8 章 VCS の設定
セキュアモードでの Symantec Cluster Server の設定

IPv6 の場合:

■

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

■

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

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: eth0
IP: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10
Prefix: 64
Is this information correct? [y,n,q] (y)

セキュアクラスタの信頼関係を設定する場合は、次のトピックを参照してください。
p.140 の 「VCS クラスタの信頼関係の設定」 を参照してください。
p.141 の 「ノード別のセキュアクラスタノードの設定」 を参照してください。

セキュアモードでの Symantec Cluster Server の設定
VCS をセキュアモードで設定することにより、システム間のすべての通信が暗号化され、
ユーザーがセキュリティ資格情報の照合によって確認されます。VCS のユーザー名とパ
スワードは、クラスタがセキュアモードで実行されているときには使用されません。
VCS をセキュアモードで設定するには

1

VCS をセキュアモードでインストールするには、次のコマンドを実行します。
# installvcs<version> -security

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

2

インストールで製品の処理が停止される前に次の質問が表示されます。
■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。
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■

■

3

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

設定後、クラスタがセキュアモードで動作していることを確認するには、次のコマンド
を実行します。
# haclus -value SecureClus

コマンドはクラスタがセキュアモードであれば 1、それ以外は 0 を返します。

VCS クラスタの信頼関係の設定
VCS ユーザーの認証に外部認証ブローカーを使う必要がある場合、VCS とブローカー
との間に信頼関係を設定する必要があります。たとえば、Veritas Operations Manager
（VOM）を外部認証ブローカーにする場合には、信頼関係により、VOM が発行する信用
証明を VCS が受け入れるようにします。
VCS クラスタとブローカーの間で信頼関係を設定するには、次の手順を実行します。
信頼関係を設定するには

1

クラスタのノードの 1 つにスーパーユーザーとしてログインします。

2

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

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
インストーラはログファイルの場所を指定します。 それから、クラスタ名のようなクラス
タ情報、クラスタ ID、ノード名、およびサービスグループを表示します。
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3

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

ブローカーが動作しているポート番号を指定するか、Enter キーを押してデフォルト
ポートを受け入れます。
Input the data directory to setup trust with: (/var/VRTSvcs/
vcsauth/data/HAD)

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

4

インストーラは次の処理のいずれかを実行します。
■

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

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

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

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

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

ノード別のセキュアクラスタノードの設定

タスク

参照

1 つのノードでセキュリティを設定 p.142 の 「最初のノードの設定」 を参照してください。
する
残りのノードでセキュリティを設定 p.143 の 「残りのノードの設定」 を参照してください。
する
手動設定の手順を完了する

p.143 の 「セキュアクラスタ設定の完了」 を参照してください。

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

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -securityonenode
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
インストーラにより、クラスタ、ノードとサービスグループについての情報の一覧が表
示されます。 VCS が設定されていないか、または VCS がクラスタのすべてのノー
ドで実行されていないと、セキュリティの設定を続行するかどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。 次に、設定するノードを確認するメッセージが表示されます。
VCS is not running on all systems in this cluster. All VCS systems
must be in RUNNING state. Do you want to continue? [y,n,q] (n) y
1) Perform security configuration on first node and export
security configuration files.
2) Perform security configuration on remaining nodes with
security configuration files.
Select the option you would like to perform [1-2,q.?] 1

警告: 最初のノードを設定すると、クラスタユーザーに関するすべての VCS 設定が
削除されます。/opt/VRTSvcs/bin/hauser コマンドを使って、クラスタユーザーを
手動で作成できます。
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3

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

4

インストーラで指定された場所からクラスタ内の他のノードの一時ディレクトリに、セ
キュリティ設定ファイルをコピーします。
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残りのノードの設定
クラスタの残りの各ノードで、次の手順を実行してください。
クラスタの残りの各ノードでセキュリティを設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -securityonenode
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
インストーラにより、クラスタ、ノードとサービスグループについての情報の一覧が表
示されます。 VCS が設定されていないか、または VCS がクラスタのすべてのノー
ドで実行されていないと、セキュリティの設定を続行するかどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。 次に、設定するノードを確認するメッセージが表示されます。 2
と入力します。
VCS is not running on all systems in this cluster. All VCS systems
must be in RUNNING state. Do you want to continue? [y,n,q] (n) y
1) Perform security configuration on first node and export
security configuration files.
2) Perform security configuration on remaining nodes with
security configuration files.
Select the option you would like to perform [1-2,q.?]
Enter the security conf file directory: [b]

2

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

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

1

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

2

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

3

すべてのノードで、CmdServer を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer -stop
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4
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すべてのユーザーにアクセス権を付与するには、クラスタ定義で SecureClus=1 と
DefaultGuestAccess=1 を追加または変更します。
次に例を示します。
全員に読み取りアクセス権を付与するには、次のコマンドを実行します。

Cluster clus1 (
SecureClus=1
DefaultGuestAccess=1
)

または
ルートにのみアクセス権を付与するには、次のコマンドを実行します。
Cluster clus1 (
SecureClus=1
)

または
特定のユーザーグループにアクセス権を付与するには、SecureClus=1 と
GuestGroups={} をクラスタ定義に追加するか、変更します。
次に例を示します。

cluster clus1 (
SecureClus=1
GuestGroups={staff, guest}

5

最初のノードで /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを変更し、GCO
が設定されている場合は -secure を WAC アプリケーション定義に追加します。
次に例を示します。

Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = {"/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure"}
RestartLimit = 3
)
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6

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

7

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

8

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

9

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

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

1

VCS ユーザーを追加するために必要な情報を確認します。

2

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

3

ユーザーを追加するには、プロンプトで y と入力します。
Do you want to add another user to the cluster? [y,n,q] (y)
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4

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

5

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

6

新しく追加されたユーザーの概略を見直し、その情報を確認します。

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

1

SMTP 電子メール通知を設定するために必要な情報を確認します。

2

SMTP 通知を設定するかどうかを指定します。
SMTP の通知を設定しない場合は、次の設定オプションにスキップできます。
p.148 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

3

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

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

■

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

■

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

4

必要に応じて、SMTP 受信者を追加します。
■

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

■

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

5

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

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

1

VCS の SNMP 通知機能を設定するために必要な情報を確認します。

2

SNMP 通知を設定するかどうかを指定します。
このオプションをスキップすると、有効な HA/DR のライセンスがインストールされて
いれば、このクラスタをグローバルなクラスタとして設定するオプションが表示されま
す。HA/DR のライセンスをインストールしなかった場合、インストーラは入力された
設定内容に従って VCS を設定します。
p.150 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

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

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

■

SNMP コンソールのシステム名を入力します。
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] sys5

■

各コンソールに送信するメッセージの最小セキュリティレベルを入力します。
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to sys5 [I=Information, W=Warning, E=Error,
S=SevereError]: [b,q,?] E

4

必要に応じて、SNMP コンソールを追加します。
■

別の SNMP コンソールを追加する場合は、y を入力し、プロンプトで必要な情
報を指定します。
Would you like to add another SNMP console? [y,n,q,b] (n) y
Enter the SNMP console system name: [b,q,?] sys4
Enter the minimum severity of events for which SNMP traps
should be sent to sys4 [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,q,?] S

■

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

5

SNMP 通知情報を確認します。
SNMP Port: 162
Console: sys5 receives SNMP traps for Error or
higher events
Console: sys4 receives SNMP traps for SevereError or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)

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

1

グローバルクラスタオプションを設定するために必要な情報を確認します。

2

グローバルクラスタオプションを設定するかどうかを指定します。
このオプションを省略する場合は、インストーラはユーザーが入力した設定の詳細に
基づいた VCS の設定に進みます。

3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を入力します。
インストーラは、NIC、仮想 IP アドレス、ネットマスク値を入力するように要求します。
仮想 IP アドレスとして IPv6 アドレスも入力できます。
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VCS 設定の完了
VCS の設定情報を入力した後、設定プロセスを完了するために VCS プロセスを停止す
るように求めるメッセージが表示されます。インストーラは設定ファイルの作成を続け、各
システムにコピーします。また、設定の終了時にクラスタのクラスタ UUID 値も設定します。
正常に VCS を設定した後、インストーラは VCS とその関連プロセスを再起動します。
VCS 設定を完了するには

1

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

2

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

3

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

4

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

クラスタとそこに設定されたリソースを説明します。

log ファイル

設定全体の詳細を表示します。

response ファイル

他のシステムでセキュアなインストールや無人インストールを実行する
ために使える設定情報が含まれています。
p.217 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。

NIC 設定の確認
すべての NIC に PERSISTENT_NAME が正しく設定されているかどうかは、インストー
ラによってすべてのノードで検証されます。
ネットワークデバイスに永続的なインターフェース名が正しく設定されていない場合、次
のメッセージが表示されます。
PERSISTENT_NAME is not set for all the NICs.
You need to set them manually before the next reboot.
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すべての NIC に PERSISTENT_NAME を設定してください。
p.64 の 「インストール前タスクの実行」 を参照してください。
警告: ネットワークインターフェース名が設定ファイル内の名前と異なることが検出された
場合、インストーラは終了します。

システム上のライセンスの確認と更新
VCS をインストールした後に、vxlicrep プログラムを使ってライセンス情報を確認できま
す。 デモライセンスは永続ライセンスに更新できます。
p.152 の 「ライセンス情報の確認方法」 を参照してください。
p.153 の 「製品ライセンスの更新」 を参照してください。

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

1

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

2

次の情報を判断するために次の出力を見直します。
■

ライセンスキー

■

ライセンスのタイプ

■

適用対象の製品

■

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

License Key
Product Name
Serial Number
License Type
OEM ID

=
=
=
=
=

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

Features :=
Platform
Version
Tier

= Linux
= 6.2
= 0
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Reserved
Mode
CPU_Tier

= 0
= VCS
= 0

製品ライセンスの更新
./installer -license コマンドまたは vxlicinst -k を使って、各ノードに VCS ラ

イセンスキーを追加できます。すでに VCS のインストールと設定が行われ、デモライセン
スを使っている場合は、デモライセンスを更新できます。
p.153 の 「VCS デモライセンスから永続ライセンスへの更新」 を参照してください。
installer コマンドを使って製品ライセンスを更新するには

1

各ノードで、次のコマンドを使ってライセンスキーを入力します。
# ./installer -license

2

プロンプトでライセンス番号を入力します。

vxlicinst コマンドを使って製品ライセンスを更新するには
◆

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

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

1

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

2

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

実行中のアプリケーションは停止しません。

3

各ノードで次のコマンドを使って永続ライセンスキーを入力します。
# vxlicinst -k license key
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4

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

5

各ノードで VCS を起動します。
# hastart
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クラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

installvcs を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

■

installvcsを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

■

installvcs を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェンシングの設定

■

installvcs を使ったマジョリティベース I/O フェンシングの設定

■

優先フェンシングポリシーの有効化と無効化

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

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

1

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

2

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

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

■

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

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

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

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

1

-fencing オプションを指定して installvcs を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -fencing
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
installvcs は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.2 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。2 を入力
して、ディスクベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,b,q] 2
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4

5

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

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

■

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

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

6

■

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

■

新しいディスクグループを作成するには、次の手順を実行します。
■

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk group）］ オプショ
ンに対応する番号を入力します。
プログラムは、クラスタ内の CDS ディスク形式の利用可能なディスクをリスト
し、コーディネータディスクとして使われる最低 3 つの奇数のディスクを選択
するよう求めます。
シマンテック社では、ディスクベース I/O フェンシングのコーディネーションポ
イントとして 3 つのディスクを使うことをお勧めします。

■

利用可能な VxVM CDS ディスクが必要条件を下回っている場合、インストー
ラは VxVM ディスクとして他のディスクを初期化したいかどうか尋ねます。
VxVM ディスクとして初期化するディスクを選択してから、新しいディスクグ
ループを作成するために使用します。

■

コーディネータディスクとして使うディスクに対応する番号を入力します。

■

ディスクグループ名を入力します。

選択したコーディネータディスクが I/O フェンシングの条件を満たすことを検証しま
す。
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが SCSI-3 PR と互換性があることを
検証してから、この設定プログラムに戻る必要があります。
p.160 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

7

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

8

インストーラが概略を示した I/O フェンシング設定情報を確認します。

157

第 9 章 データ整合性のための VCS クラスタの設定
installvcs を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

9
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設定プログラムが次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

各ノードで VCS と I/O フェンシングを停止します。

■

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

■

必要に応じて、VCS の設定ファイル main.cf を更新します。

■

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

■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新します。

■

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

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

11 コーディネーションポイントエージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)

12 コーディネーションポイントエージェントのサービスグループの名前を入力します。
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen) vxfen

13 レベル 2 の監視の頻度を設定します。
Do you want to set LevelTwoMonitorFreq? [y,n,q] (y)

14 レベル 2 の監視の頻度の値を決定します。
Enter the value of the LevelTwoMonitorFreq attribute: [b,q,?] (5)

インストーラはコーディネーションポイントエージェントを追加し、主要な設定ファイル
を更新します。
p.302 の 「コーディネーションポイントを監視するための CoordPoint エージェントの設定」
を参照してください。

installvcs を使ってディスクベースのフェンシングの既存のコーディネー
ションポイント上のキーまたは登録を更新する
次のシナリオでは、コーディネーションポイント上の登録を更新する必要があります。
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■

CoordPoint エージェントが既存のコーディネーションポイントのいずれかで発生した
登録の損失について通知する場合。

■

クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コー
ディネーションポイント上の登録の計画更新を行う場合。

登録の損失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破損、その他の原因により発生する場
合があります。コーディネーションポイントがクラスタノードの登録を失うと、ネットワーク分
割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合があります。
警告: コーディネーションポイントの更新が完了する前にノードがメンバーシップから除外
された場合、キーの更新によりクラスタでパニックが発生する場合があります。
installvcs を使って、ディスクベースの I/O フェンシングの既存のコーディネーションポイ
ント上の登録を更新するには

1

-fencing オプションを指定して installvcs を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -fencing

ここで、<version> は特定のリリースバージョンです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
installvcs は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
モしてください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.2 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイント上の登録またはキーの更新に対応する数字を入力しま
す。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,q]

4

フェンシングモジュールが使うディスクグループの構成に、コーディネーションディス
クとして現在使われているディスクと同じディスクが含まれていることを確認します。
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5

コーディネーションポイントを検証します。
For example,
Disk Group: fendg
Fencing disk policy: dmp
Fencing disks:
emc_clariion0_62
emc_clariion0_65
emc_clariion0_66

Is this information correct?[y,n,q] (y).
Successfully completed the vxfenswap operation

コーディネーションディスク上のキーが更新されます。

6

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報をシマンテック社
に送信しますか。[y,n,q,?] (y).

7

概略ファイルを表示しますか。[y,n,q] (n).

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

ASL（Array Support Library）を確認する
p.161 の 「ASL（Array Support Library）の確認」 を参照してください。

■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
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p.162 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する」 を参照してく
ださい。
■

SCSI-3 の共有ディスクをテストする
p.162 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。

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

1

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

2

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

LIBNAME
VID
PID
=============================================================
libvxhitachi.so
HITACHI
DF350, DF400, DF400F,

3

libvxxp1281024.so
libvxxp12k.so
libvxddns2a.so

HP
HP
DDN

libvxpurple.so
libvxxiotechE5k.so
libvxcopan.so
libvxibmds8k.so

SUN
XIOTECH
COPANSYS
IBM

DF500, DF500F
All
All
S2A 9550, S2A 9900,
S2A 9700
T300
ISE1400
8814, 8818
2107

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

ディスクの追加と設定の方法について、詳しくは Veritas Volume Manager のマニュ
アルを参照してください。
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ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
vxfentsthdw ユーティリティを使用して、共有データストレージまたはコーディネータディ
スクとして使うディスクをテストする前に、システムが同じディスクを参照することを確認す
る必要があります。
ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認するには

1

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

2

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

詳しくは vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
ノード A では /dev/sdx のパスで、ノード B は /dev/sdy パスで、EMC のディスクに
アクセスできるとします。
ノード A からは、次のように入力します。
# vxfenadm -i /dev/sdx
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/sdy パスを使って、同等のコマンドをノード B で入力すると、同じシリアル番号
情報が表示されます。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように、出力が異なる
場合があります。
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では、/dev/sdx ディスクを使います。
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ディスクの準備が整っていることを示すメッセージが表示されない場合、テストは失敗で
す。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性があります。失敗
は不良ディスクが原因の場合もあります。
失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを取り除いて交換します。vxfentsthdw
ユーティリティは、ディスクが I/O フェンシング用として使用できることを、次のようなメッ
セージで示します。
The disk /dev/sdx is ready to be configured for I/O Fencing on
node sys1

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

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します
p.556 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。

3

このスクリプトは、テストによってディスク上のデータが上書きされることを警告します。
概要と警告を確認してから、プロセス続行を確定してノードの名前を入力します。
警告: -r オプションを使わないと、テストによってディスク上に存在するデータが上
書きされ、破壊されます。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: sys1
Enter the second node of the cluster: sys2

4

ユーティリティが検査を実行してその活動が報告されたら、出力を確認します。
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5

各ノードのディスクが I/O フェンシングを実行できる状態であれば、各ノードでユー
ティリティが正常終了を報告します。たとえば、ユーティリティにより、ノード sys1 に
次のメッセージが表示されます。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
sys1
ALL tests on the disk /dev/sdx have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O fencing on node
sys1

6

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

メモ: dmp ディスクデバイスのみがコーディネーターディスクとして使用できます。

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

CP サーバーと SCSI-3 対応コーディネータディスクの組み合わせ

■

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

p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
p.96 の 「推奨される CP サーバーの設定」 を参照してください。
ここでは、次の手順の例を取り上げます。
CP サーバーとコーディネータ
ディスクの組み合わせ

p.164 の 「VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定
するには（1 つの CP サーバーと 2 つのコーディネータディスク）」
を参照してください。

1 つの CP サーバー

p.169 の 「VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定
するには（1 つの CP サーバー）」 を参照してください。

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

1

サーバーベースの設定モデルに応じて、次のことを確認します。
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2

■

CP サーバーが設定されていて、VCS クラスタからアクセスできる。 VCS クラス
タは、アプリケーションクラスタまたはクライアントクラスタとも呼ばれます。
p.99 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

■

コーディネーションディスクが SCSI3-PR 対応であることが確認されている。
p.160 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

-fencing オプションを指定して installvcs を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -fencing

<version> は特定のリリースバージョンです。installvcs は著作権情報を表示して起
動し、クラスタ情報を検証します。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

3

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.2 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

4

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,b,q] 1

5

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

6

プロンプトで、コーディネーションポイントに関する次の詳細を指定します。
■

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

■

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

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
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■

166

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数
を入力します。
How many IP addresses would you like to use to communicate
to Coordination Point Server #1?: [b,q,?] (1) 1

■

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

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

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port that the coordination point server 10.198.90.178
would be listening on or accept the default port
suggested: [b] (443)

8

プロンプトで、次のコーディネータディスク関連詳細を指定します。
■

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

■

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

コーディネータディスクのディスクグループ名を入力するか、またはデフォルトを
受け入れます。
Enter the disk group name for coordinating disk(s):
[b] (vxfencoorddg)

9

フェンシング設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.209.80.197 ([10.209.80.197]:443)
SCSI-3 disks:
1. sdx
2. sdy
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: dmp

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

10 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}
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11 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が
確立されるので、出力を確認してください。それから、各アプリケーションクラスタノー
ドで適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.209.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.209.80.197 .......... Done
Registering client node sys1 with Coordination Point Server 10.209.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 .... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 .. Done
Registering client node sys2 with Coordination Point Server 10.209.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 .... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 ..Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys1 .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys2 ......... ........................ Done

p.508 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

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

13 VCS（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定します。コーディネーショ
ンポイントエージェントは、コーディネーションポイントの登録を監視します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on
the client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)

14 さらに、コーディネーションポイントエージェントは、誤ってコーディネータディスクグ
ループからディスクが削除された場合など、コーディネータディスクグループ構造の
変更も監視できます。この詳細な監視の頻度は、LevelTwoMonitorFreq 属性で調
整できます。たとえば、この属性を 5 に設定すると、エージェントはコーディネータ
ディスクグループ構造を 5 回の監視サイクルごとに監視します。
LevelTwoMonitorFreq 属性を適用できるようにするには、コーディネータディスクグ
ループの一部としてディスクが存在する必要があります。
Enter the value of the LevelTwoMonitorFreq attribute: (5)
Adding Coordination Point Agent via sys1 .... Done
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15 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。

16 次を使ってフェイシング設定を確認します。
# vxfenadm -d

17 コーディネーションポイントのリストを確認します。
# vxfenconfig -l

VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定するには（1 つの CP サーバー）

1

CP サーバーが設定されていて、VCS クラスタからアクセス可能であることを確認し
ます。 VCS クラスタは、アプリケーションクラスタまたはクライアントクラスタとも呼ば
れます。

2

p.99 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

3

-fencing オプションを指定して installvcs を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version>

-fencing

<version> は特定のリリースバージョンです。installvcs は著作権情報を表示して起
動し、クラスタ情報を検証します。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

4

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.2 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

5

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 1 を入力
して、サーバーベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,q] 1

6

ストレージが SCSI3-PR をサポートすることを確認し、次のプロンプトで「y」を入力し
ます。
Does your storage environment support SCSI3 PR? [y,n,q] (y)
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7

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

設定を進める前に、インストーラの警告を注意して読んでください。

8

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数
を入力します。
How many IP addresses would you like to use to communicate
to Coordination Point Server #1? [b,q,?] (1) 1

■

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

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

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
Enter the port in the range [49152, 65535] which the
Coordination Point Server 10.209.80.197
would be listening on or simply accept the default
port suggested: [b] (443)

9

フェンシング設定のコーディネーションポイント情報を検証し、確認します。
次に例を示します。
Total number of coordination points being used: 1
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.209.80.197 ([10.209.80.197]:443)

10 セキュリティのために CP サーバーが設定されている場合は、CP サーバーと VCS
（アプリケーションクラスタ）間のセキュア通信が設定されます。
CP サーバーの認証ブローカーとアプリケーションクラスタノード間の信頼が確立さ
れたら、Enter キーを押して続行します。
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11 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}

12 各 CP サーバーのアプリケーションクラスタ情報が更新されてそれらの間の接続が
確立されるので、出力を確認してください。それから、各アプリケーションクラスタノー
ドで適切な詳細情報を使ってファイル /etc/vxfenmode が設定されます。
このような単一 CP サーバーフェンシング設定では、/etc/vxfenmode ファイルに
エントリ single_cp=1 も設定されます。
Updating client cluster information on Coordination Point Server 10.209.80.197
Adding the client cluster to the Coordination Point Server 10.209.80.197 .......... Done
Registering client node sys1 with Coordination Point Server 10.209.80.197...... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 .... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 .. Done
Registering client node sys2 with Coordination Point Server 10.209.80.197 ..... Done
Adding CPClient user for communicating to Coordination Point Server 10.209.80.197 .... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on Coordination Point Server 10.209.80.197 .. Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys1 .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys2 ......... ........................ Done

p.508 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

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

14 VCS（アプリケーションクラスタ）で CP エージェントを設定します。
Do you want to configure Coordination Point Agent on the
client cluster? [y,n,q] (y)
Enter a non-existing name for the service group for
Coordination Point Agent: [b] (vxfen)
Adding Coordination Point Agent via sys1 ... Done

15 設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。
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installvcs を使ってサーバーベースのフェンシングの既存のコーディネー
ションポイント上のキーまたは登録を更新する
次のシナリオでは、コーディネーションポイント上の登録を更新する必要があります。
■

CoordPoint エージェントが既存のコーディネーションポイントのいずれかで発生した
登録の損失について通知する場合。

■

クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コー
ディネーションポイント上の登録の計画更新を行う場合。

登録の損失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破損、その他の原因により発生する場
合があります。コーディネーションポイントがクラスタノードの登録を失うと、ネットワーク分
割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合があります。
警告: コーディネーションポイントの更新が完了する前にノードがメンバーシップから除外
された場合、キーの更新によりクラスタでパニックが発生する場合があります。
installvcs を使って、サーバーベースの I/O フェンシングの既存のコーディネーションポ
イント上の登録を更新するには

1

-fencing オプションを指定して installvcs を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -fencing
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
installvcs は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
モしてください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.2 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイント上の登録またはキーを更新するよう提案するオプションに
対応する数字を入力します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-6,q] 5
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/etc/vxfentab ファイルにフェンシングモジュールによって現在使われているコー

ディネーションポイントサーバーと同じサーバーが含まれていることを確認します。
また、/etc/vxfendg ファイルに記されているディスクグループに、コーディネーショ
ンディスクと同じである、フェンシングモジュールによって現在使われているディスク
が含まれていることを確認します。

5

コーディネーションポイントを検証します。
For example,
Total number of coordination points being used: 3
Coordination Point Server ([VIP or FQHN]:Port):
1. 10.198.94.146 ([10.198.94.146]:443)
2. 10.198.94.144 ([10.198.94.144]:443)
SCSI-3 disks:
1. emc_clariion0_61
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk policy used for customized fencing: dmp

6

Is this information correct?[y,n,q] (y)

Updating client cluster information on Coordination Point Server
IPaddress
Successfully completed the vxfenswap operation

コーディネーションディスク上のキーが更新されます。

7

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報をシマンテック社
に送信しますか。[y,n,q,?] (y).

8

概略ファイルを表示しますか。[y,n,q] (n).

installvcs を使ったサーバーベースのフェンシングに対する既存のコー
ディネーションポイントの順序の設定
この項では、サーバーベースのフェンシングに対する既存のコーディネーションポイント
の順序を設定する理由、利点、注意事項および手順について説明します。

既存のコーディネーションポイントの順序の決定について
ネットワークパーティション中にコーディネーションポイントが競争に参加する順序を指定
できます。ネットワークパーティションのシナリオでは、I/O フェンシングは vxfentab ファ
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イルに設定された順序に基づき、メンバーシップのアービトレーションについてコーディ
ネーションポイントに問い合わせようとします。
I/O フェンシングは、シーケンスの最初のコーディネーションポイントに接続できない場
合、2 番目のコーディネーションポイントに移ります。クラスタのパニックを避けるため、生
存するサブクラスタはコーディネーションポイントの大多数に対して勝利する必要がありま
す。しがたって、競争に勝利する可能性の高いコーディネーションポイントから始め、その
可能性の最も低いコーディネーションポイントで終わる順序にする必要があります。
コーディネーションポイントサーバーとコーディネーションディスクが混在するフェンシング
構成では、コーディネーションディスクの前にコーディネーションポイントサーバーまたは
その逆を指定できます。
メモ: ディスクベースのフェンシングは、既存のコーディネーションポイントの順序の設定
をサポートしません。
コーディネーションポイントの順序を決定する際の注意事項
■

競争中にクラスタでメンバーシップを取得できる可能性、すなわちネットワークパーティ
ションに対して制御を取得する可能性に基づきコーディネーションポイントを選択しま
す。その結果、パーティションを保存できるようになります。

■

順序の 1 番目には、競争に勝利する可能性の最も高いコーディネーションポイントを
指定する必要があります。順序の 2 番目は、それよりも勝利の可能性が比較的低い
コーディネーションポイントを指定する必要があります。最後に勝利の可能性が最も
低いコーディネーションポイントを指定して順序の決定を完了します。

installvcs を使って既存のコーディネーションポイントの順序を設
定する
既存のコーディネーションポイントの順序を設定するには

1

-fencing オプションを指定して installvcs を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -fencing
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
installvcs は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
モしてください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.2 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

174

第 9 章 データ整合性のための VCS クラスタの設定
installvcsを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

3

175

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 既存の
コーディネーションポイントの順番を設定するよう提案するオプションに対応する数
字を入力します。
次に例を示します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-6,q] 6

Installer will ask the new order of existing coordination points.
Then it will call vxfenswap utility to commit the
coordination points change.

警告: コーディネーションポイントの変更が完了する前に、いずれかのノードがクラス
タメンバーシップから除外されると、クラスタでパニックが発生する場合があります。

4

コーディネーションポイントの現在の順序を確認します。
Current coordination points order:
(Coordination disks/Coordination Point Server)
Example,
1) /dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65,/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66,
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62
2) [10.198.94.144]:443
3) [10.198.94.146]:443
b) Back to previous menu

5

[1-3,b,q] 3 1 2 のように数字と順序を区切るスペースを使ってコーディネーションポ
イントの新しい順序を入力します。
New coordination points order:
(Coordination disks/Coordination Point Server)
Example,
1) [10.198.94.146]:443
2) /dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65,/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66,
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62
3) [10.198.94.144]:443
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6

Is this information correct?[y,n,q] (y).

Preparing vxfenmode.test file on all systems...
Running vxfenswap...
Successfully completed the vxfenswap operation

7

今後のインストールの改善のため、このインストールに関する情報をシマンテック社
に送信しますか。[y,n,q,?] (y).

8

概略ファイルを表示しますか。[y,n,q] (n).

9

/etc/vxfenmode ファイルで指定された vxfen_honor_cp_order の値が 1 に設

定されていることを確認します。

For example,
vxfen_mode=customized
vxfen_mechanism=cps
port=443
scsi3_disk_policy=dmp
cps1=[10.198.94.146]
vxfendg=vxfencoorddg
cps2=[10.198.94.144]
vxfen_honor_cp_order=1

10

vxfenconfig -l コマンドの出力でコーディネーションポイントの順序が更新されて

いることを確認します。

For example,
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
single_cp=0
[10.198.94.146]:443 {e7823b24-1dd1-11b2-8814-2299557f1dc0}
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_65 60060160A38B1600386FD87CA8FDDD11
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_66 60060160A38B1600396FD87CA8FDDD11
/dev/vx/rdmp/emc_clariion0_62 60060160A38B16005AA00372A8FDDD11
[10.198.94.144]:443 {01f18460-1dd2-11b2-b818-659cbc6eb360}
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installvcs を使った仮想環境における非 SCSI-3 I/O フェ
ンシングの設定
SCSI-3 PR 対応ストレージをサポートしていない仮想環境に VCS をインストールした場
合は、非 SCSI-3 フェンシングを設定できます。
SCSI 3 PR 非対応の設定で installvcs を使って I/O フェンシングを設定するには

1

-fencing オプションを指定して installvcs を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -fencing
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
installvcs は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 6.2 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

サーバーベースのフェンシングの場合、プログラムで表示される I/O フェンシングの
設定オプションを確認します。 1 を入力して、サーバーベース I/O フェンシングを設
定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster
[1-7,q] 1

4

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

5

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

6

サーバーベースのフェンシングの場合、設定で使う CP サーバーコーディネーショ
ンポイントの数を入力します。

7

サーバーベースのフェンシングの場合、CP サーバーごとに次の詳細を入力します。
■

仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名を入力します。

■

CP サーバーが接続の応答を準備するポートアドレスを入力します。
デフォルト値は 443 です。異なるポートアドレスを入力できます。有効な値は
49152 から 65535 です。
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これらの値は、高可用性アプリケーションをホストする VCS クラスタ ノードからは同
じ値と見なされます。

8

サーバーベースのフェンシングの場合、指定した CP サーバー情報を確認します。

9

VCS クラスタ設定情報を確認します。
次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

■

サーバーベースのフェンシングの場合に限り、各 CP サーバーの CP サーバー
設定ファイルを次の詳細で更新します。
■

CP サーバーに VCS クラスタ の各ノードを登録します。

■

CP サーバーに CP サーバーユーザーを追加します。

■

CP サーバーユーザーに VCS クラスタ を追加します。

VCS クラスタ の各ノードで次の設定ファイルを更新します。
■

/etc/vxfenmode ファイル

■

/etc/vxenviron ファイル

■

/etc/sysconfig/vxfen ファイル

■

/etc/llttab ファイル

■

/etc/vxfentab (サーバーベースのフェンシングのみ)

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

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

installvcs を使ったマジョリティベース I/O フェンシングの
設定
installvcs を使うと、クラスタにマジョリティベースのフェンシングを設定できます。
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マジョリティベース I/O フェンシングを設定するには、次の手順を実行します。

1

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

version は特定のリリースバージョンです。installvcs は著作権情報を表示して起動
し、クラスタ情報を検証します。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
メモ: 設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場
所に注目してください。

2

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

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。 3 を入力
して、マジョリティベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-7,b,q] 3

メモ: インストーラでは、次の質問が表示されます。Does your storage environment
support SCSI3 PR? [y,n,q,?] ストレージ環境が SCSI3 PR をサポートしている場
合は「y」を入力します。他の値を入力すると、インストーラによって非 SCSI3 フェン
シングが設定されます（NSF）。

4

それから、各アプリケーションクラスタノードで適切な詳細情報を使ってファイル
/etc/vxfenmode が設定されます。

Updating /etc/vxfenmode file on sys1 ................... Done
Updating /etc/vxfenmode file on sys2 ................... Done

5

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

6

設定ログファイル、概略ファイル、および応答ファイルの場所が表示されます。これ
らは後で使います。

7

フェンシング設定を確認します。
#

vxfenadm -d
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優先フェンシングポリシーの有効化と無効化
I/O フェンシング設定で優先フェンシング機能を有効化または無効化できます。
優先フェンシングを有効にして、システムベース制御権獲得ポリシー、グループベース制
御権獲得ポリシーまたはサイトベースポリシーを使うことができます。優先フェンシングを
無効にした場合、I/O フェンシング設定ではデフォルトの数ベースの制御権獲得ポリシー
が使われます。
マジョリティベース I/O フェンシングでは優先フェンシングは適用されません。
p.33 の 「優先フェンシングについて」 を参照してください。
I/O フェンシング設定で優先フェンシングを有効にするには

1

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

2

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

3

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

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

クラスタ内の各ノードにシステムレベル属性 FencingWeight の値を設定します。
たとえば、2 ノードクラスタの sys1 に sys2 の 5 倍の重みを割り当てる場合は、
次のコマンドを実行します。
# hasys -modify sys1 FencingWeight 50
# hasys -modify sys2 FencingWeight 10

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

■

フェンシングノードの重みを確認します。
# vxfenconfig -a
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4

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

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

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

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

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

5

サイトベース制御権獲得ポリシーを有効にするには、次の手順を実行します。
■

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

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

■

各サイトのサイトレベル属性 Preference の値を設定します。
For example,
# hasite -modify Pune Preference 2

■

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump –makero

6

フェンシングドライバに現在設定されているノードフェンシングの重みを表示するに
は、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -a
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I/O フェンシング設定で優先フェンシングを無効にするには

1

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

2

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

3

優先フェンシングを無効にしてデフォルトの制御権獲得ポリシーを使うには、クラス
タレベル属性 PreferredFencingPolicy の値を Disabled に設定します。
# haconf -makerw
# haclus -modify PreferredFencingPolicy Disabled
# haconf -dump -makero
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Web ベースのインストーラを
使ったインストール

■

第10章 VCS のインストール

■

第11章 VCS の設定

10
VCS のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースインストーラを使う前の準備

■

Web ベースのインストーラの起動

■

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得

■

Web ベースインストーラを使ったインストール前のチェックの実行

■

Web ベースのインストーラを使った VCS のインストール

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

Web ベースのインストーラの必要条件

システム

機能

必要条件

ターゲットシステム

シマンテック製品をインストールするシス VCS 6.2 のサポート対象
テム。
のプラットフォームである必
要があります。

インストールサーバー

インストールを開始するサーバー。 イン サポート対象のオペレー
ストールサーバーからインストールメディ ティングシステムのいずれ
アにアクセスできます。
かの更新レベルである必要
があります。
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システム

機能

必要条件

管理システム

インストールを実行するために Web ブラ Web ブラウザが必要です。
ウザを実行するシステム。
サポート対象のブラウザ:
■

■

Internet Explorer 6、
7、および 8
Firefox 3.x 以降

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

1

インストールサーバーで Veritas XPortal Server プロセス（xprtlwid）を起動しま
す。
# ./webinstaller start
webinstaller スクリプトを実行すると URL が表示されます。この URL に注目しま

す。
メモ: URL が表示されない場合は、ファイアウォールと iptables の設定を確認してく
ださい。ファイアウォールを設定した場合は、ファイアウォールの設定がポート 14172
へのアクセスを許可するようになっていることを確認します。また、-port オプション
を使って代わりにフリーポートを使うこともできます。
次のコマンドを使って、webinstaller に使われるポートについての詳細とその状態
を表示することができます。
# ./webinstaller status

2

管理サーバーで Web ブラウザを起動します。

3

スクリプトによって表示された URL に移動します。

4

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

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

5

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

1

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

2

［リスクを理解しました（I Understand the Risks）］または［例外として扱うこともできま
す（You can add an exception）］をクリックします。

3

［証明書を取得（Get Certificate）］ボタンをクリックします。

4

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

5

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

6

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

Web ベースインストーラを使ったインストール前のチェッ
クの実行
ここでは Web ベースのインストーラを使ったインストール前のチェックの実行について説
明します。
インストール前のチェックを実行するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

3

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

4

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

5

インストーラによってプレチェックが実行され、結果が表示されます。
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6

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

7

［完了（Finish）］をクリックします。 別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

Web ベースのインストーラを使った VCS のインストール
この項では Symantec の Web ベースインストーラを使った VCS のインストールについ
て説明します。
Web ベースのインストーラを使って VCS をインストールするには

1

準備の手順を実行します。
p.186 の 「Web ベースインストーラを使ったインストール前のチェックの実行」 を参照
してください。

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

3

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

4

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

5

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

6

最小、推奨、すべてのRPMのいずれかを選択します。 ［次へ（Next）］をクリックしま
す。

7

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

8

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

9

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

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

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

■

■

グローバルクラスタオプションを有効にするかどうかを選択します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

有効なキーを入力してください
有効なライセンスキーを取得している場合は、ライセンスキーを入力し、［次へ
（Next）］をクリックします。

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

12 メッセージが表示された場合は、インストール情報をシマンテック社に送信するかど
うかを指定するオプションを選択します。
Iインストール処理と診断情報が、ディレクトリ
/var/tmp/installer-<platform>-<uuid> 内のログファイルに保存されます。 こ
の情報を分析することにより、インストーラで失敗した処理をシマンテック社が調査し、修正す
る場合に役立ちます。 Would you like to send the information about this
installation to Symantec to help improve installation in the
future? [y,n,q,?]

［完了（Finish）］をクリックします。
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VCS の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定

■

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実現

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定
Web ベースのインストーラを使って VCS の設定を始める前に、設定の必要条件を確認
してください。
p.77 の 「VCS のインストールと設定に関する情報の準備」 を参照してください。
デフォルトで、システム間の通信には SSH が選択されます。 SSH がシステム間の通信
に使われた場合、SSH コマンドはパスワードや確認を求めるプロンプトを表示せずに実
行します。
設定処理中はいつでも、［終了（Quit）］をクリックして Web インストーラを終了できます。
クラスタで VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

製品の設定（Configure a Product）

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

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

3

［システムの選択（Select Systems）］ページで、VCS を設定するシステムの名前を
入力し、［次へ（Next）］をクリックします。
例: sys1sys2
インストーラは初期システム検証を実行します。システム通信が検査されます。 また、
リリース互換性、インストールされている製品バージョン、プラットフォームバージョン
を調べ、製品のプレチェックを実行します。
インストーラがシステムの検証を正常に完了した後、［次へ（Next）］をクリックします。

4

［確認（Confirmation）］ダイアログボックスが表示されたら、I/O フェンシングを設定
するかどうかを選択します。
［クラスタで I/O フェンシングを設定しますか（Would you like to configure I/O fencing
on the cluster?）］に対し、［はい（Yes）］をクリックします。
後でWeb ベースのインストーラを使って I/O フェンシングを設定するには、［いいえ
（No）］をクリックします。
p.196 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実
現」 を参照してください。
installvcs<version> -fencing コマンド、応答ファイル、または手動設定によっ

て、I/O フェンシングを後で設定することもできます。
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
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5

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

一意のクラスタ名を入力します。

クラスタ ID

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

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

一覧から LLT タイプを選択します。UDP 上での LLT、イーサネット上
での LLT、または RDMA 上での LLT を設定することを選択できま
す。

ハートビートの数

設定するハートビートリンク数を選択します。
p.65 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。

追加の優先度の低い 優先度が低いリンクを設定する場合はチェックマークを付けます。1
ハートビート NIC
つのハートビートリンクが優先度が低いリンクとして設定されます。
（Additional Low
p.65 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
Priority Heartbeat
NIC）
システムごとに一意の イーサネット上での LLT で、他のシステムでのプライベートハートビー
ハートビート NIC
トリンクを設定するときに同じ NIC 詳細を使わない場合に、チェック
（Unique Heartbeat マークを付けます。
NICs per system）
UDP 上の LLT では、このチェックボックスはデフォルトでチェックマー
クが付いています。
RDMA 上の LLT では、このチェックボックスはデフォルトでチェック
マークが付いています。

［次へ（Next）］をクリックします。

6

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

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

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

［次へ（Next）］をクリックします。

7

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

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

Virtual IP

■

■

■
■

［仮想 IP を設定する（Configure Virtual IP）］にチェック
マークを付けます。
各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステ
ムで NIC を個別に設定します（Configure NICs for every
system）］にチェックマークを付けます。
仮想 IP を設定するインターフェースを選択します。
ネットマスクの仮想 IP アドレスと値を入力します。
IPv4 または IPv6 アドレスを使うことができます。
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VCS Users

■

■

■

SMTP

■

■

■

■

■

■

■

必要に応じて、Admin ユーザーのパスワードをリセットしま
す。
［VCS ユーザーの設定（Configure VCS users）］オプショ
ンを選択します。
［追加（Add）］をクリックして、新しいユーザーを追加しま
す。
このユーザーのユーザー名、パスワードおよびユーザー
権限を指定します。
［SMTP の構成（Configure SMTP）］にチェックマークを
付けます。
各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステ
ムで NIC を個別に設定します（Configure NICs for every
system）］にチェックマークを付けます。
すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、すべてのシ
ステムで使う VCS Notifier 用の NIC を選択します。 そう
でない場合は、それぞれのシステムで使う NIC を選択し
ます。
［SMTP サーバー（SMTP Server）］ボックスに、SMTP
サーバーのドメインベースホスト名を入力します。例:
smtp.yourcompany.com
［受信者（Recipient）］ボックスに、SMTP 受信者の完全な
電子メールアドレスを入力します。例:
user@yourcompany.com。
［イベント（Event）］リストボックスで、各受信者に送信する
メッセージの最小セキュリティレベルを選択します。
必要に応じて、［追加（Add）］をクリックし、さらに SMTP 受
信者を追加します。

193

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

SNMP

■

■

■

■

■

■

■

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

有効な HA/DR ライセンスをインストールしたら、後で設定する
グローバルクラスタの広域ハートビートリンク詳細をここで入力
できます。

GCO

VCS グローバルクラスタを設定する手順について詳しくは、
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくださ
い。
■

■

■
■

［GCO を設定（Configure GCO）］にチェックマークを付け
ます。
各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステ
ムで NIC を個別に設定します（Configure NICs for every
system）］にチェックマークを付けます。
NIC を選択します。
ネットマスクの仮想 IP アドレスと値を入力します。
IPv4 または IPv6 アドレスを使うことができます。

［次へ］をクリックします。

8

インストールで製品の処理が停止される前に次の質問が表示されます。
■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
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■

9

■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

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

10 ［プロセスの開始（Start Processes）］ページで、指定した詳細に基づいて設定が実
行されてすべてのプロセスが正常に開始した後に、［次へ（Next）］をクリックします。
手順 4 で I/O フェンシングの設定を選択しなかった場合は、手順 12 までスキップ
します。フェンシングを設定する場合は、手順 11 に進みます。

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

設定するフェンシングのタイプに応じて、画面に従って操作します。
p.196 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実
現」 を参照してください。

195

第 11 章 VCS の設定
Web ベースのインストーラを使った VCS の設定によるデータ整合性の実現

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

13 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定による
データ整合性の実現
VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があります。設定
要件を再確認します。
p.189 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
Web ベースのインストーラを使って I/O フェンシングを設定する方法:
■

p.196 の 「Web ベースのインストーラを使ったディスクベースのフェンシングの設定に
よるデータ整合性の実現」 を参照してください。

■

p.199 の 「Web ベースのインストーラを使ったサーバーベースのフェンシングの設定
によるデータ整合性の実現」 を参照してください。

■

p.201 の 「Web ベースのインストーラを使った無効モードでのフェンシングの設定」 を
参照してください。

■

p.202 の 「Web ベースのインストーラを使ったマジョリティモードでのフェンシングの設
定」 を参照してください。

■

p.204 の 「Web ベースのインストーラを使ったコーディネーションポイントの置換、追
加または削除」 を参照してください。

■

p.205 の 「Web ベースのインストーラを使って既存のコーディネーションポイント上の
キーまたは登録を更新する」 を参照してください。

■

p.207 の 「Web ベースのインストーラを使った既存のコーディネーションポイントの順
序の設定」 を参照してください。

Web ベースのインストーラを使ったディスクベースのフェンシングの設定
によるデータ整合性の実現
VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があります。設定
要件を再確認します。
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p.189 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
データ整合性を実現するために VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

I/O フェンシングの設定

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

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

4

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

5

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、［ディスクベースのフェ
ンシングを設定します（Configure disk-based fencing）］オプションを選択します。

6

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

7

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

8

［フェンシングの設定（Configure Fencing）］ページで、次の情報を指定します。
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ディスクグループの選択
（Select a Disk Group）

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk
group）］オプションを選択するか、リストからいずれかのディスク
グループを選択します。
■

■

9

リストからディスクグループの 1 つを選択した場合は、そのディ
スクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。
［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk
group）］オプションを選択した場合は、SCSI-3 PR 対応ディ
スクであることを確認してから、確認ダイアログボックスで［は
い（Yes）］をクリックします。
［次へ（Next）］をクリックします。

［Create New DG］ページで、次の情報を指定します。
New Disk Group Name

作成する新しいコーディネータディスクグループの名前を入力し
ます。

Select Disks

コーディネータディスクグループを作成するための 3 つ以上の
ディスクを選択します。
3 つを越えるディスクを選択する場合は、奇数のディスクを選択
してください。

10 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動
され、I/O フェンシング設定が完了します。

11 クライアントクラスタでコーディネーションポイントのエージェントを設定する場合は、
次を実行します。
■

クライアントクラスタでコーディネーションポイントのエージェントを設定するため
のプロンプトで、［はい（Yes）］をクリックし、コーディネーションポイントのエージェ
ントのサービスグループ名を入力します。

■

LevelTwoMonitorFreq 属性を設定する場合、プロンプトで［はい（Yes）］クリック
し、値（0 から 65535 まで）を入力します。

■

プロンプトに従ってコーディネーションポイントのエージェントの残りの設定を完
了します。
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12 ［次へ（Next）］をクリックして、I/O フェンシングを設定するプロセスを完了します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

13 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

Web ベースのインストーラを使ったサーバーベースのフェンシングの設
定によるデータ整合性の実現
VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があります。設定
要件を再確認します。
p.189 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
データ整合性を実現するために VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

I/O フェンシングの設定

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

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

4

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

5

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、［コーディネーションポ
イントクライアントベースのフェンシングを設定する（Configure Coordination Point
client based fencing）］オプションを選択します。
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6

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

7

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

8

9

CP サーバーごとに、次の詳細を指定します。
■

仮想 IP アドレス、または仮想 IP アドレスのホスト名を入力します。インストーラで
は、すべてのアプリケーションクラスタノードのように、これらの値が同一であると
想定します。

■

CP サーバーが応答準備するポートを入力します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

サーバーベースのフェンシング設定でコーディネーションポイントとしてディスクを使
用する場合は、次の手順を実行します。
■

ディスクが SCSI-3 PR 準拠であることをまだ確認していない場合は、今すぐ確
認し、ダイアログボックスで［OK］をクリックします。

■

デフォルトのコーディネータディスクグループ名を使用しない場合は、作成する
コーディネータディスクグループの名前を入力します。

■

コーディネータディスクグループを作成するディスクを選択します。

■

ディスクグループのフェンシングディスクポリシーを選択します。
ディスクグループのデフォルトのフェンシングディスクのポリシーは dmp です。

10 表示される［確認（Confirmation）］ダイアログボックスで、入力したコーディネーショ
ンポイント情報が正しいかどうかを確認し、［はい（Yes）］をクリックします。

11 I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
各アプリケーションクラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止して再起動
され、I/O フェンシング設定が完了します。

12 クライアントクラスタでコーディネーションポイントのエージェントを設定する場合は、
次を実行します。
■

クライアントクラスタでコーディネーションポイントのエージェントを設定するため
のプロンプトで、［はい（Yes）］をクリックし、コーディネーションポイントのエージェ
ントのサービスグループ名を入力します。

■

プロンプトに従ってコーディネーションポイントのエージェントの残りの設定を完
了します。
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13 ［次へ（Next）］をクリックして、I/O フェンシングを設定するプロセスを完了します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

14 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

Web ベースのインストーラを使った無効モードでのフェンシングの設定
VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があります。設定
要件を再確認します。
p.189 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
データ整合性を実現するために VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

I/O フェンシングの設定

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

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

4

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

5

フェンシングが有効になっている場合は、再設定するかどうかを確認するメッセージ
がインストーラで表示されます。
［はい（Yes）］をクリックします。
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6

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、［フェンシングを無効
モードで設定します（Configure fencing in disabled mode）］オプションを選択
します。

7

選択したフェンシングモードをクラスタに適用する前に、インストーラは VCS を停止
します。
メモ: フリーズしているサービスグループをアンフリーズし、クラスタでマウントされて
いるファイルシステムをマウント解除します。
［はい（Yes）］をクリックします。

8

インストーラはクラスタのすべてのシステムの VCS を再起動します。I/O フェンシン
グが無効になります。

9

I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

10 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

Web ベースのインストーラを使ったマジョリティモードでのフェンシングの
設定
VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があります。設定
要件を再確認します。
p.189 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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データ整合性を実現するために VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

I/O フェンシングの設定

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

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

4

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

5

フェンシングが有効になっている場合は、再設定するかどうかを確認するメッセージ
がインストーラで表示されます。
［はい（Yes）］をクリックします。

6

［フェンシングタイプの選択］ページで、［マジョリティモードでフェンシングを設定します］
オプションを選択します。

7

選択したフェンシングモードをクラスタに適用する前に、インストーラは VCS を停止
します。
メモ: フリーズしているサービスグループをアンフリーズし、クラスタでマウントされて
いるファイルシステムをマウント解除します。
［はい（Yes）］をクリックします。

8

インストーラはクラスタのすべてのシステムの VCS を再起動します。I/O フェンシン
グはマジョリティモードです。
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9

I/O フェンシングの設定情報を検証し、確認します。
［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

10 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

Web ベースのインストーラを使ったコーディネーションポイントの置換、
追加または削除
VCS を設定した後に、データ整合性のためにクラスタを設定する必要があります。設定
要件を再確認します。
この手順はマジョリティベース I/O フェンシングには適用されません。
p.189 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
データ整合性を実現するために VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

I/O フェンシングの設定

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

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

4

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

5

フェンシングが有効になっている場合は、再設定するかどうかを確認するメッセージ
がインストーラで表示されます。
［はい（Yes）］をクリックします。
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6

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、［コーディネーションポ
イントの置換/追加/削除（Replace/Add/Remove coordination points）］オプショ
ンを選択します。

7

インストーラで表示されるプロンプトで、現在設定されたコーディネーションポイント
から削除するコーディネーションポイントを選択します。
［次へ（Next）］をクリックします。

8

コーディネーションポイントサーバーの番号と、設定に追加するディスクのコーディ
ネーションポイントを指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

各コーディネーションポイントサーバーに使う仮想 IP アドレスの番号または FQHN
（完全修飾ホスト名）を指定します。
［次へ（Next）］をクリックします。

10 各コーディネーションポイントサーバーの IP または FQHN とポート番号を指定しま
す。
［次へ（Next）］をクリックします。

11 オンライン移行のコーディネーションポイントサーバーを確認するメッセージがインス
トーラで表示されます。
［はい（Yes）］をクリックします。

12 インストーラの手順が新しいコーディネーションポイントサーバーの移行に進みます。
VCS は設定中に再起動します。
［次へ（Next）］をクリックします。

13 クライアントクラスタにコーディネーションポイントのエージェントを追加し、エージェ
ントに名前を指定することもできます。

14 ［次へ（Next）］をクリックします。
15 ［完了（Completion）］ページで、必要に応じて概略ファイル、ログファイル、応答ファ
イルを表示し、設定を確認します。

16 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスにチェックマークを付けます。
［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

Web ベースのインストーラを使って既存のコーディネーションポイント上
のキーまたは登録を更新する
この手順はマジョリティベース I/O フェンシングには適用されません。
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次のシナリオでは、コーディネーションポイント上の登録を更新する必要があります。
■

CoordPoint エージェントが既存のコーディネーションポイントのいずれかで発生した
登録の損失について通知する場合。

■

クラスタがオンラインのときに、クラスタでのアプリケーションダウンタイムなしで、コー
ディネーションポイント上の登録の計画更新を行う場合。

登録の損失は、偶発的なアレイの再起動、キーの破損、その他の原因により発生する場
合があります。コーディネーションポイントがクラスタノードの登録を失うと、ネットワーク分
割の発生時にクラスタでパニックが発生する場合があります。
警告: コーディネーションポイントの更新が完了する前にノードがメンバーシップから除外
された場合、キーの更新によりクラスタでパニックが発生する場合があります。
Web ベースのインストーラを使って既存のコーディネーションポイント上の登録を更新す
るには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

I/O フェンシングの設定

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

インストーラが表示するクラスタ情報を確認し、［はい（Yes）］をクリックしてクラスタの
I/O フェンシングを設定するかどうかを決定します。

4

［クラスタの選択（Select Cluster）］ページで、システム名を入力し、［はい（Yes）］を
クリックしてクラスタ情報を確認します。

5

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

6

フェンシングがすでに有効な場合、フェンシングの再設定を求めるメッセージがイン
ストーラによって表示される場合があります。［はい（Yes）］をクリックして、フェンシン
グを再設定します。
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7

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、［既存のコーディネー
ションポイント上のキー/登録を更新します（Refresh keys/registrations on the
existing coordination points）］オプションを選択します。

8

/etc/vxfenmode ファイルにフェンシングモジュールによって現在使われているコー

ディネーションポイントサーバーと同じサーバーが含まれていることを確認します。

9

/etc/vxfenmode ファイルに記されているディスクグループに、コーディネーション

ディスクと同じである、フェンシングモジュールによって現在使われているディスクが
含まれていることを確認します。

10 インストーラは登録の損失が発生した原因を一覧表示します。
［OK］をクリックします。

11 コーディネーションポイントを検証します。
情報が正しい場合は［はい（Yes）］をクリックします。

12 インストーラは、コーディネーションポイントサーバーのクライアントクラスタ情報を更
新します。
［次へ（Next）］をクリックします。
インストーラは、すべてのノードで vxfenmode ファイルを準備し、vxfenswap ユー
ティリティを実行して、コーディネーションポイントの登録を更新します。

13 ［完了（Completion）］ページで、概略ファイル、ログファイル、応答ファイルを表示し、
設定を確認します。

14 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスにチェックマークを付けます。
［完了（Finish）］をクリックします。

Web ベースのインストーラを使った既存のコーディネーションポイントの
順序の設定
この項では、Web ベースのインストーラを使って既存のコーディネーションポイントの順
序を設定する理由、利点、注意事項および手順について説明します。
この手順はマジョリティベース I/O フェンシングには適用されません。

既存のコーディネーションポイントの順序の決定について
ネットワークパーティション中にコーディネーションポイントが競争に参加する順序を指定
できます。ネットワークパーティションのシナリオでは、I/O フェンシングは vxfenmode ファ
イルに設定された順序に基づき、メンバーシップのアービトレーションについてコーディ
ネーションポイントに問い合わせようとします。
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I/O フェンシングは、シーケンスの最初のコーディネーションポイントに接続できない場
合、2 番目のコーディネーションポイントに移ります。クラスタのパニックを避けるため、生
存するサブクラスタはコーディネーションポイントの大多数に対して勝利する必要がありま
す。しがたって、競争に勝利する可能性の高いコーディネーションポイントから始め、その
可能性の最も低いコーディネーションポイントで終わる順序にする必要があります。
コーディネーションポイントサーバーとコーディネーションディスクが混在するフェンシング
構成では、コーディネーションディスクの前にコーディネーションポイントサーバーまたは
その逆を指定できます。
メモ: ディスクベースのフェンシングは、既存のコーディネーションポイントの順序の設定
をサポートしません。
コーディネーションポイントの順序を決定する際の注意事項
■

競争中にクラスタでメンバーシップを取得できる可能性、すなわちネットワークパーティ
ションに対して制御を取得する可能性に基づきコーディネーションポイントを選択しま
す。その結果、パーティションを保存できるようになります。

■

順序の 1 番目には、競争に勝利する可能性の最も高いコーディネーションポイントを
指定する必要があります。順序の 2 番目は、それよりも勝利の可能性が比較的低い
コーディネーションポイントを指定する必要があります。最後に勝利の可能性が最も
低いコーディネーションポイントを指定して順序の決定を完了します。

Web ベースのインストーラを使った既存のコーディネーションポイ
ントの順序の設定
Web ベースのインストーラを使ってサーバーベースのフェンシングの既存のコーディネー
ションポイントの順序を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

2

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

I/O フェンシングの設定

製品

Symantec Cluster Server

［次へ］をクリックします。

3

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

4

［クラスタの選択（Select Cluster）］ページで、システム名を入力し、［はい（Yes）］を
クリックします。
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5

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

6

フェンシングがすでに有効な場合、フェンシングの再設定を求めるメッセージがイン
ストーラによって表示される場合があります。［はい（Yes）］をクリックして、フェンシン
グを再設定します。
［はい（Yes）］をクリックします。

7

［フェンシングタイプの選択（Select Fencing Type）］ページで、［既存のコーディネー
ションポイントの順序を設定します（Set the order of existing coordination
points）］オプションを選択します。

8

手順についてのインストーラメッセージで［OK］をクリックします。

9

既存のコーディネーションポイントを任意の順序でウィンドウのボックスに移動して、
新しい順序を決定します。コーディネーションポイントの現在の順序を変更する場合
は、［リセット（Reset）］をクリックしてやり直します。

10 情報が正しければ、［次へ（Next）］をクリックします。
11 ［確認（Confirmation）］ウィンドウで［はい（Yes）］をクリックします。
インストーラは、すべてのノードで vxfenmode ファイルを準備し、vxfenswap ユー
ティリティを実行して、コーディネーションポイントの新しい順序を更新します。

12 ［完了（Completion）］ページで、概略ファイル、ログファイル、応答ファイルを表示
し、設定を確認します。

13 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスにチェックマークを付けます。
［完了（Finish）］をクリックします。
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応答ファイルを使った自動イ
ンストール

■

第12章 VCS の自動インストールの実行

■

第13章 VCS の自動設定の実行

■

第14章 応答ファイルを使用した自動 I/O フェンシング設定の実行

12
VCS の自動インストールの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のインストール

■

VCS をインストールするための応答ファイルの変数

■

VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った VCS のインストール
一般に、あるクラスタで VCS のインストールを実行した後にインストーラによって生成され
た応答ファイルは、他のクラスタで VCS をインストールするために使えます。インストーラ
の -makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
# ./installer -makeresponsefile

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
応答ファイルを使って VCS をインストールするには

1

VCS をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認しま
す。

2

インストール前のタスクが完了していることを確認します。
p.64 の 「インストール前タスクの実行」 を参照してください。

3

VCS をインストールするクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.215 の 「VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル」 を参照してくだ
さい。
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4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.212 の 「VCS をインストールするための応答ファイルの変数」 を参照してください。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからインストールを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installvcs -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

7

VCS のインストール後タスクを完了します。
手順について詳しくは「インストール後タスクと設定タスクの実行」を参照してくださ
い。

VCS をインストールするための応答ファイルの変数
表 12-1 に、VCS をインストールするために定義できる応答ファイルの変数の一覧を示し
ます。
表 12-1

VCS のインストールに固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{install}

スカラー

VCS RPM をインストールします。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品のインストール、アンインストール、
設定を行うシステムのリストです。
必須

CFG{prod}

スカラー

インストールする製品を定義します。
VCS の場合、値は VCS62 です。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{installallpkgs}

スカラー

値が 1 に設定されている変数に基づ
いて VCS RPM をインストールするよ
う、インストーラに指示します。

または
CFG{opt}{installrecpkgs}

■

または
■

CFG{opt}{installminpkgs}

■

installallpkgs: すべてのRPMをイ
ンストールする
installrecpkgs: 推奨RPMをインス
トールする
installminpkgs: 最小RPMをイン
ストールする

メモ: これらの変数値のいずれかのみ
を 1 に設定する必要があります。
（必須）
CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{gco}

スカラー

インストーラがグローバルクラスタオプ
ションを有効にする必要があることを定
義します。グローバルクラスタを設定す
る場合は、この変数値を 1 に設定する
必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{patchpath}

スカラー

製品のパッチを保管する場所（通常
NFS をマウントしている）を定義しま
す。そこから、すべてのリモートシステ
ムが製品のパッチをインストールできる
場所です。対象のすべてのシステムか
らアクセスできる場所である必要があり
ます。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

製品RPMを保管する場所（通常 NFS
マウント）を定義します。そこから、すべ
てのリモートシステムが製品RPMをイ
ンストールできます。対象のすべての
システムからアクセスできる場所である
必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

インストール中に必要な一時ファイル
やRPMを保管する作業ディレクトリの
作成場所を定義します。デフォルトの
場所は /var/tmp です。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所に
も、応答ファイルと概略ファイルをコ
ピーします。
（オプション）
CFG{opt}{vxkeyless}

スカラー

値が 1 に設定されている場合は、キー
レスライセンスが付与されている製品
をインストールします。値が 0 に設定
されている場合は、ライセンスキーで
CFG{keys}{system} 変数を定義する
必要があります。
（オプション）

CFG{keys}

スカラー

{system}

変数 $CFG{opt}{vxkeyless} が 0 に
設定されている場合は、システムに登
録されるキーのリストです。
（オプション）

CFG{sso_console_ip}

スカラー

関連付けられた Symantec High
Availability Console の IP アドレスを
指定します。
（必須）

214

第 12 章 VCS の自動インストールの実行
VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{sso_local_username}

スカラー

使うことで必要な仮想マシンに
Symantec ApplicationHA または
Symantec Cluster Server をインス
トールできるユーザー名（管理者相当
のユーザーアカウント）を指定します。
（必須）

CFG{sso_local_password}

スカラー

使うことで必要な仮想マシンに
Application HA または Symantec
Cluster Server をインストールできる
パスワード（管理者相当のユーザーア
カウント）を指定します。
（必須）
応答ファイルでは暗号化されたパス
ワードのみを入力する必要があります。
（（パスワードの暗号化のトピックへの
相互参照を挿入））

$CFG{uuid}

スカラー

Symantec Cluster Server の UUID
を定義します。
（オプション）

$CFG{systemscfg}

リスト

クラスタのすべてのシステムノードのシ
ステム名を定義します。
（オプション）

VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.212 の 「VCS をインストールするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installrecpkgs}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
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$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{uuid} = "16889f4e-1dd2-11b2-a559-afce02598e1b";
1;

216

13
VCS の自動設定の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS の設定

■

Symantec Cluster Server を設定するための応答ファイル変数

■

Symantec Cluster Server を設定するためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った VCS の設定
一般に、あるクラスタで VCS の設定を実行した後にインストーラによって生成された応答
ファイルは、他のクラスタで VCS を設定するために使えます。インストーラの
-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
# ./installer -makeresponsefile -configure
# ./installvcs -makeresponsefile -configure

応答ファイルを使って VCS を設定するには

1

VCS を設定するシステムに VCS RPM がインストールされていることを確認します。

2

VCS を設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.229 の 「Symantec Cluster Server を設定するためのサンプル応答ファイル」 を
参照してください。
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3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
オプション機能を設定するには、オプション機能に関連するすべての応答ファイル
の変数に適切な値を定義する必要があります。
p.218 の 「Symantec Cluster Server を設定するための応答ファイル変数」 を参照
してください。

4

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version>
-responsefile /tmp/response_file
<version> は特定のリリースバージョンで、/tmp/response_file は応答ファイル

の絶対パス名です。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

Symantec Cluster Server を設定するための応答ファイ
ル変数
表 13-1 に、VCS を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 13-1

Symantec Cluster Server の設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

RPMがすでにインストールされている
場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して VCS を設定しま
す。

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

設定する製品を定義します。
VCS の場合、値は VCS62 です。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{secusrgrps}

リスト

クラスタへの読み取りアクセスを持つ
ユーザーグループを定義します。
（オプション）

CFG {rootsecusrgrps}

スカラー

クラスタのみへの読み取りアクセスを、
ルートおよび他の VCS オブジェクトに
対する明示的特権を付与されたユー
ザーまたはユーザーグループに定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所に
も、応答ファイルと概略ファイルをコ
ピーします。
（オプション）
CFG{uploadlogs}

スカラー

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必要
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があります。同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラッ
プ通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。
表 13-2 に、基本的な VCS クラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
表 13-2

基本的な VCS クラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_clusterid}

スカラー

クラスタを重複なく識別する 0 から
65535 の整数です。
（必須）

CFG{vcs_clustername}

スカラー

クラスタ名を定義します。
（必須）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

シングルノードクラスタを設定するとき
に LLT と GAB を起動するかどうかを
示します。 値は 0（起動しない）または
1（起動する）のいずれかです。
（必須）

CFG{fencingenabled}

スカラー

VCS 設定で、フェンシングを有効にす
るかどうかを定義します。
有効な値は 0 または 1 です。
（必須）

表 13-3 に、イーサネット上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する
応答ファイル変数を一覧で示します。
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表 13-3

イーサネット上でのプライベート LLT の設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_lltlink#}

スカラー

各システムのプライベートハートビート
リンクに使う NIC を定義します。各シ
ステムには、LLT リンクが 2 つ以上必
要です（lltlink1 と lltlink2）。LLT リンク
は最大 4 つまで設定できます。

{"system"}

p.65 の 「プライベートネットワークの設
定」 を参照してください。
システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（必須）
CFG{vcs_lltlinklowpri#}

スカラー

{"system"}

優先度の低いハートビートリンクを定
義します。一般的に、パブリックネット
ワークリンクでは lltlinklowpri を使い、
通信を多層化します。
プライベート NIC のメディア速度を変
更する場合は、LLT パフォーマンスを
向上させるために低速度の低優先度
リンクとして NIC を設定できます。例:
lltlinklowpri1、lltlinklowpri2 など。
システム名は二重引用符で囲む必要
があります。
（オプション）

表 13-4 に、UDP 上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答
ファイル変数を一覧で示します。
表 13-4

UDP 上での LLT の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{lltoverudp}=1

スカラー

UDP 上での LLT を使ってハートビー
トリンクを設定するかどうかを示します。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_address}

スカラー

ハートビートリンクが node1 で使う IP
アドレス（IPv4 または IPv6）を格納し
ます。

{<sys1>}

4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
CFG

スカラー

{vcs_udplinklowpri<n>_address}
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う IP アドレス（IPv4 または IPv6）
を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplink<n>_port}

スカラー

{<sys1>}

ハートビートリンクが node1 で使う
UDP ポート（16 ビットの整数値）を格
納します。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_udplinklowpri<n>_port} スカラー
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う UDP ポート（16 ビットの整数
値）を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_udplink<n>_netmask}

スカラー

ハートビートリンクが node1 で使うネッ
トマスク（IPv6 の接頭辞）を格納しま
す。

{<sys1>}

4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
CFG
スカラー
{vcs_udplinklowpri<n>_netmask}
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使うネットマスク（IPv6 の接頭辞）を
格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

表 13-5 に、RDMA 上での LLT ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答
ファイル変数を一覧で示します。
表 13-5

RDMA 上での LLT の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{lltoverrdma}=1

スカラー

RDMA 上での LLT を使ってハート
ビートリンクを設定するかどうかを示し
ます。
（必須）

CFG{vcs_rdmalink<n>_address} スカラー
{<sys1>}

ハートビートリンクが node1 で使う IP
アドレス（IPv4 または IPv6）を格納し
ます。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG

スカラー

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う IP アドレス（IPv4 または IPv6）
を格納します。

{vcs_rdmalinklowpri<n>_address}
{<sys1>}

4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_rdmalink<n>_port}

スカラー

{<sys1>}

ハートビートリンクが node1 で使う
RDMA ポート（16 ビットの整数値）を
格納します。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_rdmalinklowpri<n>_port} スカラー
{<sys1>}

低優先度ハートビートリンクが node1
で使う RDMA ポート（16 ビットの整数
値）を格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

CFG{vcs_rdmalink<n>_netmask} スカラー
{<sys1>}

ハートビートリンクが node1 で使うネッ
トマスク（IPv6 の接頭辞）を格納しま
す。
4 つのハートビートリンクを設定できま
す。この応答ファイル変数の <n> に
は、ハートビートリンクごとに 1 から 4
の値を設定できます。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

CFG
スカラー
{vcs_rdmalinklowpri<n>_netmask}
{<sys1>}

説明
低優先度ハートビートリンクが node1
で使うネットマスク（IPv6 の接頭辞）を
格納します。
4 つの低優先度ハートビートリンクを設
定できます。この応答ファイル変数の
<n> は、低優先度ハートビートリンクご
とに 1 から 4 の値を設定できます。
（必須）

表 13-6 に、VCS クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数の一覧を示します。
表 13-6

VCS クラスタの仮想 IP の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_csgnic}

スカラー

システムで使う NIC デバイスを定義し
ます。すべてのシステムで同じ NIC を
使う場合は、「all」をシステム値として
入力できます。

{system}

（オプション）
スカラー

CFG{vcs_csgvip}

クラスタの仮想 IP アドレスを定義しま
す。
（オプション）

CFG{vcs_csgnetmask}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスのネットマス
クを定義します。
（オプション）

表 13-7 に、セキュアモードの VCS クラスタを設定するために必要な情報を指定する応
答ファイル変数の一覧を示します。
表 13-7

セキュアモードでの VCS クラスタの設定に固有の応答ファイルの変
数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_eat_security}

スカラー

クラスタがセキュア有効モードになって
いるかどうかを指定します。

CFG{opt}{securityonenode}

スカラー

securityonenode オプションが使われ
ていることを指定します。
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{securityonenode_menu}

スカラー

セキュアクラスタを 1 つずつ設定する
ために選択するメニューオプションを
指定します。
■

■

CFG{secusrgrps}

リスト

1 - 最初のノードを設定してくださ
い
2 - 他のノードを設定してください

クラスタへの読み取りアクセスを持つ
ユーザーグループを定義します。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{rootsecusrgrps}

スカラー

クラスタのみへの読み取りアクセスを、
ルートおよび他の VCS オブジェクトに
対する明示的特権を付与されたユー
ザーまたはユーザーグループに定義
します。
（オプション）

CFG{security_conf_dir}

スカラー

設定ファイルが配置されるディレクトリ
を指定します。

CFG{opt}{security}

スカラー

セキュリティオプションが使われている
ことを指定します。

CFG{vcs_eat_security_fips}

スカラー

有効になっているセキュリティが FIPS
準拠であることを指定します。

表 13-8に、VCS ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数を
一覧で示します。
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表 13-8

VCS ユーザーの設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userenpw}

リスト

エンコードされた VCS ユーザーパス
ワードの一覧です。
リストの値は「Administrators
Operators Guests」のように指定でき
ます。

メモ: vcs_userenpw リストの値の順
序は vcs_username リストの値の順序
と一致する必要があります。
（オプション）
CFG{vcs_username}

リスト

VCS ユーザー名の一覧です。
（オプション）

リスト

CFG{vcs_userpriv}

VCS ユーザーの権限の一覧です。

メモ: vcs_userpriv リストの値の順序
は vcs_username リストの値の順序と
一致する必要があります。
（オプション）

表 13-9に、SMTP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数を一覧で示します。
表 13-9

SMTP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtpserver}

スカラー

Web 通知で使う、ドメイン名を含んだ
SMTP サーバー名を定義します（例:
smtp.symantecexample.com）。
（オプション）

CFG{vcs_smtprecp}

リスト

SMTP 電子メール受信者のメールア
ドレスの一覧です（例:
user@symantecexample.com）。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtprsev}

リスト

SMTP 電子メール受信者が受け取る
メッセージのエラーレベルを定義しま
す（Information、Warning、Error、
SevereError）。エラーレベルの順序
は、SMTP 電子メール受信者のアドレ
スの順序と一致する必要があります。
（オプション）

表 13-10に、SNMP を使った VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答
ファイル変数を一覧で示します。
表 13-10

SNMP を使った VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpport}

スカラー

SNMP トラップ情報を送信するポート
を定義します（デフォルト = 162）。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcons}

リスト

SNMP コンソールシステム名の一覧
です。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcsev}

リスト

SNMP コンソールが受け取るメッセー
ジのエラーレベルを定義します
（Information、Warning、Error、
SevereError）。エラーレベルの順序
は、SNMP コンソールシステム名の順
序と一致する必要があります。
（オプション）

表 13-11 に、VCS グローバルクラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファ
イル変数の一覧を示します。
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表 13-11

VCS グローバルクラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_gconic}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP の NIC を定義します。すべ
てのシステムで同じ NIC を使う場合
は、「all」をシステム値として入力でき
ます。

{system}

（オプション）
CFG{vcs_gcovip}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスを定義します。
（オプション）

CFG{vcs_gconetmask}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスのネットマスクを定
義します。
（オプション）

Symantec Cluster Server を設定するためのサンプル応
答ファイル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.218 の 「Symantec Cluster Server を設定するための応答ファイル変数」 を参照してく
ださい。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=13221;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_csgnetmask}="255.255.255.0";
$CFG{vcs_csgnic}{all}="eth0";
$CFG{vcs_csgvip}="10.10.12.1";
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$CFG{vcs_gconetmask}="255.255.255.0";
$CFG{vcs_gcovip}="10.10.12.1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys1}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys2}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys1}="eth2";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys2}="eth2";
$CFG{vcs_smtprecp}=[ qw(earnie@symantecexample.com) ];
$CFG{vcs_smtprsev}=[ qw(SevereError) ];
$CFG{vcs_smtpserver}="smtp.symantecexample.com";
$CFG{vcs_snmpcons}=[ qw(neptune) ];
$CFG{vcs_snmpcsev}=[ qw(SevereError) ];
$CFG{vcs_snmpport}=162;
1;
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応答ファイルを使用した自
動 I/O フェンシング設定の実
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイル

■

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

過半数ベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定
通常、I/O フェンシングの設定を実行した後にインストーラで生成される応答ファイルを
使って VCS の I/O フェンシングを設定できます。
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応答ファイルを使って I/O フェンシングを設定するには

1

VCS が設定されていることを確認します。

2

ディスクベースとサーバーベースのどちらの I/O フェンシングを設定するかどうかに
基づいて、準備タスクが完了したことを確認します。
p.90 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

3

I/O フェンシングを設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
p.235 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」
を参照してください。
p.237 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイ
ル」 を参照してください。
p.239 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」 を参照
してください。
p.241 の 「過半数ベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」 を
参照してください。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.233 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.236 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。
p.238 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
p.240 の 「マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。

5

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version>
-responsefile /tmp/response_file
<version> は特定のリリースバージョンで、/tmp/response_file は応答ファイル

の絶対パス名です。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
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ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 14-1 では、VCS にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な情報
を指定する応答ファイルの変数を示します。
表 14-1

ディスクベースの I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。
■

■

■

■

■

■

■

1 - コーディネーションポイントクライア
ントベースの I/O フェンシングを設定
2 - ディスクベースの I/O フェンシング
を設定
3 - マジョリティベースの I/O フェンシン
グを設定
4 - 無効モードで I/O フェンシングを設
定
5 —コーディネーションポイントの置き
換え、追加、削除
6 —既存のコーディネーションポイント
のキーまたは登録の更新
7 —既存のコーディネーションポイント
の順序の設定

（必須）
CFG{fencing_dgname}

スカラー

I/O フェンシングのディスクグループを指定
します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。 新しいディスクグループを作成
する場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。

233

第 14 章 応答ファイルを使用した自動 I/O フェンシング設定の実行
ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_newdg_disks}

リスト

I/O フェンシング用の新しいディスクグルー
プの作成に使うディスクを指定します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。 新しいディスクグループを作成
する場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。
CFG{fencing_cpagent_monitor_freq} スカラー

コーディネーションポイントエージェントが
コーディネータディスクグループ構造の変
更を監視する頻度を指定します。

メモ: コーディネーションポイントエージェ
ントは、誤ってコーディネータディスクグルー
プからディスクが削除された場合など、コー
ディネータディスクグループ構造の変更も
監視できます。この詳細な監視の頻度は、
LevelTwoMonitorFreq 属性で調整できま
す。たとえば、この属性を 5 に設定すると、
エージェントはコーディネータディスクグ
ループ構造を 5 回の監視サイクルごとに
監視します。LevelTwoMonitorFreq 属性
が設定されていないと、エージェントはコー
ディネータディスクグループへの変更を監
視しません。0 はコーディネータディスクグ
ループ構造を監視しないことを意味します。
CFG {fencing_config_cpagent}

スカラー

コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使うかどうかに応じ
て、「1」または「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使わない場合は、
「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェント
の設定にインストーラを使う場合は、「1」を
入力します。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG {fencing_cpagentgrp}

スカラー

コーディネーションポイントのエージェント
のリソースが含まれるサービスグループの
名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィール
ドに値「0」が指定されている場合は、この
フィールドは今は使われません。

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの例
ディスクベースの I/O フェンシングの応答ファイル変数とその定義を確認してください。
p.233 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{fencing_config_cpagent}=1;
$CFG{fencing_cpagent_monitor_freq}=5;
$CFG{fencing_cpagentgrp}="vxfen";
$CFG{fencing_dgname}="fencingdg1";
$CFG{fencing_newdg_disks}=[ qw(emc_clariion0_155
emc_clariion0_162 emc_clariion0_163) ];
$CFG{fencing_option}=2;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{fencing_cpagent_monitor_freq}=5;
$CFG{prod}="VCS62";
$CFG{systems}=[ qwsys1sys2 ];
$CFG{vcs_clusterid}=32283;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
1;
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サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
コーディネーションポイントおサーバーベースのフェンシングの応答ファイルを使って、
サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングを設定できます。
表 14-2 に、サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングに関連している応答
ファイルのフィールドを示します。
表 14-2

コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）ベースのフェンシ
ング応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_config_cpagent}

コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使うかどうかに応じて、「1」または「0」を入力しま
す。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使わない場合は、「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使う場合は、「1」を入力します。

CFG {fencing_cpagentgrp}

コーディネーションポイントのエージェントのリソースが含ま
れるサービスグループの名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィールドに値「0」
が指定されている場合は、このフィールドは今は使われま
せん。
CFG {fencing_cps}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

CFG {fencing_reusedg}

この応答ファイルのフィールドは、カスタマイズされたフェ
ンシング（CP サーバーとコーディネータディスク）のフェン
シング設定に既存の DG 名を再利用するかどうかを示し
ます。
「1」または「0」のいずれかを入力します。
「1」を入力することは再利用することを示し、「0」を入力す
ることは再利用しないことを示します。
ミックスモードのフェンシング設定に既存の DG 名を再利
用する場合は、サイレントインストールを続ける前に、
「$CFG{fencing_reusedg}=0」または
「$CFG{fencing_reusedg}=1」といったテキスト行を手動
で追加する必要があります。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_dgname}

カスタマイズされたフェンシングで使われる、少なくとも 1
つのディスクが使われるディスクグループの名前。

CFG {fencing_disks}

存在する場合は、コーディネーションポイントとして使われ
るディスク。

CFG {fencing_ncp}

CP サーバーとディスクの両方を含む、使用するコーディ
ネーションポイントの合計数。

CFG {fencing_ndisks}

使用するディスクの数。

CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。

CFG {fencing_cps_ports}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名
が応答準備するポート。

CFG{fencing_option}

I/O フェンシングの設定モードを指定します。

■

1 - コーディネーションポイントクライアントベースの I/O
フェンシングを設定
2 - ディスクベースの I/O フェンシングを設定

■

3 - マジョリティベースの I/O フェンシングを設定

■

4 - 無効モードで I/O フェンシングを設定

■

5 —コーディネーションポイントの置き換え、追加、削
除
6 —既存のコーディネーションポイントのキーまたは登
録の更新
7 —既存のコーディネーションポイントの順序の設定

■

■

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサ
ンプル応答ファイル
サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.200.117.145"}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_dgname}="vxfencoorddg";
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_37 emc_clariion0_13
emc_clariion0_12) ];
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
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$CFG{fencing_cps_ports}{"10.200.117.145"}=443;
$CFG{fencing_reusedg}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイ
ルの変数
表 14-3 に、非 SCSI-3 I/O フェンシングに関連している応答ファイルのフィールドを示し
ます。
p.30 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの VCS 用 I/O フェンシングについ
て」 を参照してください。
表 14-3

非 SCSI-3 I/O フェンシング用応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

CFG{non_scsi3_fencing}

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するかどうかを定義し
ます。
有効な値は 1 または 0 です。 非 SCSI-3 I/O フェンシン
グを設定する場合は 1 を入力します。

CFG {fencing_config_cpagent}

コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使うかどうかに応じて、「1」または「0」を入力しま
す。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使わない場合は、「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使う場合は、「1」を入力します。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
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応答ファイルのフィールド

定義

CFG {fencing_cpagentgrp}

コーディネーションポイントのエージェントのリソースが含ま
れるサービスグループの名前。

メモ: fencing_config_cpagent フィールドに値「0」
が指定されている場合は、このフィールドは今は使われま
せん。この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_cps}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_cps_vips}

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは完全修飾ホスト名。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_ncp}

使われるコーディネーションポイント（CP サーバーのみ）
の合計数。

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。
CFG {fencing_cps_ports}

cps で示される、CP サーバーのポート。 .

メモ: この変数はマジョリティベースのフェンシングには適
用されません。

非 SCSI-3 I/O フェンシングを設定するための応答ファイ
ルの例
非 SCSI-3 I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.198.89.251 10.198.89.252 10.198.89.253) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.251"}=[ qw(10.198.89.251) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.252"}=[ qw(10.198.89.252) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.89.253"}=[ qw(10.198.89.253) ];
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=0;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.251"}=443;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.252"}=443;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.89.253"}=443;
$CFG{non_scsi3_fencing}=1;
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$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{fencing_option}=1;

マジョリティベース I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 14-4 では、VCS にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な情報
を指定する応答ファイルの変数を示します。
表 14-4

マジョリティベース I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変
数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。

■

1 — Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
2 —コーディネータディスクベースの
I/O フェンシング
3 —無効ベースのフェンシング

■

4 —オンラインのフェンシング移行

■

5 —既存のコーディネーションポイント
のキーまたは登録の更新
6 —既存のコーディネーションポイント
の順序の変更
7 —マジョリティベースのフェンシング

■

■

■

■

（必須）
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過半数ベースの I/O フェンシングを設定するための応答
ファイルの例
$CFG{fencing_option}=7;
$CFG{config_majority_based_fencing}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=59082;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
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■

第15章 インストール前タスクの実行

■

第16章 VCS の手動インストール

■

第17章 VCS の手動設定

■

第18章 データ整合性のためのクラスタの手動設定

15
インストール前タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS インストールの必要条件

VCS インストールの必要条件
インストールする前に必要条件を見直します。
p.35 の 「VCS の重要なプリインストール情報」 を参照してください。

16
VCS の手動インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS の手動インストールについて

■

VCS ソフトウェアの手動によるインストール

■

Kickstart を使った VCS のインストール

■

Kickstart 設定ファイルの例

■

yum を使った Symantec Cluster Server のインストール

■

Red Hat Satellite サーバーを使用した VCS のインストール

VCS の手動インストールについて
installvcsを使わずに、VCS を手動でインストールおよび設定できます。
手動インストールには、多くの時間、忍耐、注意が必要になります。できるだけ手動インス
トールではなく、installvcsを使うことをお勧めします。

VCS ソフトウェアの手動によるインストール
表 16-1 に、手動で VCS 6.2 のインストールと設定を行うときに実行する必要があるタス
クの一覧を示します。
表 16-1
タスク

VCS 6.2 の手動インストールタスク
参照

クラスタ内の各ノードで VCS p.246 の 「手動インストールにおける VCS RPM のインストール」 を
ソフトウェアを手動でインス
参照してください。
トールする
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タスク

参照

ライセンスキーを追加する。

p.248 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照
してください。

各ノードにインストールガイド p.250 の 「各ノードへのインストールガイドのコピー」 を参照してくだ
をコピーする
さい。
LLT と GAB を設定する

VCS を設定する

■

p.264 の 「LLT の手動設定」 を参照してください。

■

p.267 の 「GAB の手動設定」 を参照してください。

p.268 の 「VCS の手動設定」 を参照してください。

LLT、GAB、VCS サービスを p.272 の 「手動設定後の LLT、GAB、VCS の起動」 を参照してくだ
起動する
さい。
VCS 設定を変更する

p.283 の 「VCS 設定の修正」 を参照してください。

デモライセンスから永続ライセ p.250 の 「手動インストールの場合の VCS デモライセンスから永続
ンスに更新する
ライセンスへの更新」 を参照してください。

VCS RPM のリストの表示
VCS インストール時に、インストーラはインストールする VCS RPM パッケージを選択す
るオプションのあるプロンプトを表示します。インストーラコマンドラインオプションを使っ
て、これらの各オプションによってインストールされる RPM のリストを表示できます。
製品の手動インストールやアップグレードでは、指定された順序で RPM をインストール
するように要求します。たとえば、さまざまな製品の依存関係があるために、一部の RPM
はほかの RPM の前にインストールする必要があります。次のインストーラコマンドオプショ
ンは、RPM をインストールする必要がある順序で RPM のリストを表示します。
表 16-2 に、VCS RPM インストールオプションと、RPM のリストを表示するための対応コ
マンドを示します。
VCS RPM を表示するインストーラコマンドオプション

表 16-2
オプショ 説明
ン

RPM のリストを表示するコ
マンドオプション

1

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

installvcs -minpkgs

2

製品の完全な機能を提供する推奨の VCS RPM を
インストールする。このオプションでは、オプションの
VCS RPMはインストールされません。

installvcs -recpkgs
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オプショ 説明
ン
すべての VCS RPMをインストールする。

3

RPM のリストを表示するコ
マンドオプション
installvcs -allpkgs

オプションの VCS 機能を設定するには、このオプショ
ンを選択する必要があります。

VCS RPM のリストを表示するには

1

installvcsを起動できるディレクトリに移動します。
# cd cluster_server

2

次のコマンドを実行して、RPM のリストを表示します。インストールする RPM に基
づいて、適切なコマンドオプションを入力します。
# ./installvcs -minpkgs

または
# ./installvcs -recpkgs

または
# ./installvcs -allpkgs

手動インストールにおける VCS RPM のインストール
すべてのRPMは /opt ディレクトリにインストールされ、一部のファイルは /etc ディレク
トリと /var ディレクトリにインストールされます。
インストールする RPM のリストを作成できます。
p.245 の 「VCS RPM のリストの表示」 を参照してください。
シマンテック社 RPMを /tmp/install にコピーした場合は、ディレクトリに移動して、各
システムで次の手順を実行します。
ノード上で VCS RPM をインストールするには
◆

次に示す順序で、RPMをインストールします。すでにシステムにインストールされて
いる RPM はインストールしません。オペレーティングシステムの配布およびアーキ
テクチャには特に注意します。
■

RHEL6:
# VRTSperl-5.16.1.26-RHEL6.x86_64.rpm
# VRTSvlic-3.02.62.003-0.x86_64.rpm
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
■

VRTSspt-6.2.0.000-GA.noarch.rpm
VRTSllt-6.2.0.000-GA_RHEL6.x86_64.rpm
VRTSgab-6.2.0.000-GA_RHEL6.x86_64.rpm
VRTSvxfen-6.2.0.000-GA_RHEL6.x86_64.rpm
VRTSamf-6.2.0.000-GA_RHEL6.x86_64.rpm
VRTSvcs-6.2.0.000-GA_RHEL6.i686.rpm
VRTScps-6.2.0.000-GA_RHEL6.x86_64.rpm
VRTSvcsag-6.2.0.000-GA_RHEL6.i686.rpm
VRTSvcsdr-6.2.0.000-GA_RHEL6.x86_64.rpm
VRTSvcsea-6.2.0.000-GA_RHEL6.i686.rpm
VRTSsfmh-6.1.0.100_Linux.rpm
VRTSvbs-6.2.0.000-GA_RHEL6.i686.rpm
VRTSvcswiz-6.2.0.000-GA_RHEL6.i686.rpm
VRTSsfcpi62-6.2.0.000-GA_GENERIC.noarch.rpm

RHEL7:
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

VRTSveki-6.2.000-GA_RHEL7.x86_64.rpm
VRTSperl-5.16.1.26-RHEL7.x86_64.rpm
VRTSvlic-3.02.62.003-0.x86_64.rpm
VRTSspt-6.2.0.000-GA.noarch.rpm
VRTSllt-6.2.0.000-GA_RHEL5.x86_64.rpm
VRTSgab-6.2.0.000-GA_RHEL5.x86_64.rpm
VRTSvxfen-6.2.0.000-GA_RHEL5.x86_64.rpm
VRTSamf-6.2.0.000-GA_RHEL5.x86_64.rpm
VRTSvcs-6.2.0.000-GA_RHEL5.i686.rpm
VRTScps-6.2.0.000-GA_RHEL5.i686.rpm
VRTSvcsag-6.2.0.000-GA_RHEL5.i686.rpm
VRTSvcsea-6.2.0.000-GA_RHEL5.i686.rpm
VRTSsfmh-6.1.0.100_Linux.rpm
VRTSvbs-6.2.0.000-GA_RHEL5.i686.rpm
VRTSvcswiz-6.2.0.000-GA_RHEL5.i686.rpm
VRTSsfcpi62-6.2.0.000-GA_GENERIC.noarch.rpm

メモ: VRTSveki RPMが RHEL7 プラットフォームにのみ追加されました。
VRTSvcsdr RPMは RHEL7 では非推奨です。

■

SLES11
#
#
#
#

VRTSperl-5.16.1.26-SLES11.x86_64.rpm
VRTSvlic-3.02.62.003-0.x86_64.rpm
VRTSspt-6.2.0.000-GA.noarch.rpm
VRTSllt-6.2.0.000-GA_SLES11.x86_64.rpm
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

VRTSgab-6.2.0.000-GA_SLES11.x86_64.rpm
VRTSvxfen-6.2.0.000-GA_SLES11.x86_64.rpm
VRTSamf-6.2.0.000-GA_SLES11.x86_64.rpm
VRTSvcs-6.2.0.000-GA_SLES11.i686.rpm
VRTScps-6.2.0.000-GA_SLES11.i686.rpm
VRTSvcsag-6.2.0.000-GA_SLES11.i686.rpm
VRTSvcsdr-6.2.0.000-GA_SLES11.x86_64.rpm
VRTSvcsea-6.2.0.000-GA_SLES11.i686.rpm
VRTSsfmh-6.1.0.100_Linux.rpm
VRTSvbs-6.2.0.000-GA_SLES11.i586.rpm
VRTSvcswiz-6.2.0.000-GA_SLES11.i686.rpm
VRTSsfcpi62-6.2.0.000-GA_GENERIC.noarch.rpm

p.488 の 「Symantec Cluster Server インストールRPM」 を参照してください。

手動インストールのためのライセンスキーの追加
すべてのRPMを各クラスタノードにインストールしたら、各システム上で vxlicinst コマ
ンドを使い、VCS ライセンスキーを追加します。
# vxlicinst -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX

キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更
キーレスライセンス付与方法では、製品レベルによって、ライセンスが交付されるシマン
テック製品と機能を決定します。
キーレスライセンス付与の使用と管理サーバーのダウンロードについて詳しくは、次の
URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom
製品のライセンスレベルを初めて設定するときは、そのシステムのキーレスライセンス付
与を有効にします。製品インストーラでインストールする場合にキーレスオプションを選択
すると、ライセンスを交付する製品と機能のレベルを選択するように求めるメッセージが表
示されます。
以前のリリースからアップグレードすると、製品インストーラでは、vxkeyless ライセンス製
品レベルを現在のリリースレベルに更新するように求めるメッセージが表示されます。アッ
プグレード処理の間に vxkeyless ライセンス製品レベルを更新する場合、それ以上の
処理は必要ありません。 vxkeyless ライセンス製品レベルを更新しない場合、vxkeyless
display コマンドを実行するときに表示される出力には、以前のリリースの vxkeyless
ライセンス製品レベルが含まれます。各 vxkeyless ライセンス製品レベル名には接頭辞
_previous_release_version が含まれています。たとえば、DMP_6.0、
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SFENT_VR_5.1SP1、VCS_GCO_5.1 などです。接頭辞がない場合は、現在のリリー
スバージョンです。
製品インストーラによってメッセージが表示されたときに vxkeyless 製品レベルを更新し
なかった場合は、接頭辞 _previous_release_version が表示されます。 製品レベルの
現在のリリースバージョンを常に使うことを強くお勧めします。これを行うには、目的の製
品レベルで vxkeyless set コマンドを使います。 SFENT_60、VCS_60 などが表示さ
れる場合は、vxkeyless set SFENT,VCS コマンドを使って製品レベルを現在のリリー
スに更新します。
インストールやアップグレードの後、ライセンスを交付する機能と製品を反映するために、
製品のライセンスレベルをいつでも変更できます。製品レベルを設定するときは、その機
能のライセンスを有することに同意します。
製品レベルを設定または変更するには

1

現在の作業ディレクトリを変更します。
# export PATH=$PATH:/opt/VRTSvlic/bin

2

現在の製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless -v display

3

使用可能な製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless displayall

4

目的の製品レベルに設定します。
# vxkeyless set prod_levels

prod_levels はキーワードをカンマで区切ったリストです。 キーワードは手順 3 の出
力によって示された製品レベルです。
キーレスライセンスを削除してキーを入力する場合は、キーレスライセンスを消去する必
要があります。システムからすべてのキーを消去するには、NONE キーワードを使いま
す。
警告: キーを消去すると、新しいキーをインストールするか、または新しい製品レベルを設
定するまで、シマンテック製品は無効になります。
p.61 の 「シマンテック製品のライセンスキーのインストール」 を参照してください。
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製品のライセンスレベルを消去するには

1

現在の製品ライセンスレベルの設定を表示します。
# vxkeyless [-v] display

2

キーレスライセンスがインストールされている場合は、すべてのキーレスライセンスを
削除します。
# vxkeyless [-q] set NONE

vxkeyless ユーティリティの使用について詳しくは、vxkeyless(1m) のマニュアルペー

ジを参照してください。

手動インストールのためのシステムのライセンス情報の確認
システム上のすべての シマンテック社 ライセンスに関する情報を表示するには、vxlicrep
ユーティリティを使います。次のように実行します。
# vxlicrep

出力から、次の点を確認できます。
■

ライセンスキー

■

ライセンスのタイプ

■

適用対象の製品

■

有効期限（ある場合）
デモキーには有効期限がありますが、永続キーとサイトキーにはありません。

手動インストールの場合の VCS デモライセンスから永続ライセン
スへの更新
VCS デモキーライセンスの有効期限が切れた場合、vxlicinst プログラムを使って永
続ライセンスに更新できます。
p.152 の 「ライセンス情報の確認方法」 を参照してください。

各ノードへのインストールガイドのコピー
VCS をインストールした後、参照できるように、この PDF 版マニュアルをインストールディ
スクから各ノードの /opt/VRTS/docs にコピーすることをお勧めします。 PDF は
docs/cluster_server/vcs_install_version_platform.pdf にあります。version
はリリースバージョンであり、platform はオペレーティングシステムの名前です。
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Kickstart を使った VCS のインストール
Kickstart を使って VCS をインストールできます。 Kickstart は Red Hat Enterprise
Linux オペレーティングシステムでサポートされます。
Kickstart を使って VCS をインストールするには

1

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

2

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

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

システムによりファイルの一覧が表示されます。
■

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

コマンドの出力は次のようになります。
The kickstart script for VCS is generated at
/kickstart_files/kickstart_vcs62.ks

3

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

* (rw,sync,no_root_squash)

4

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

5

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

6

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

251

第 16 章 VCS の手動インストール
Kickstart を使った VCS のインストール

7

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

8

オペレーティングシステムの Kickstart インストールを開始します。

9

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

10 すべての製品のRPMがインストールされたことを検証します。次のコマンドを入力し
ます。
# rpm -qa | grep -i vrts

11 インストールの問題やエラーが見つからなければ、製品スタックを設定します。次の
コマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -configure node1 node2

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

12 設定された llt リンクと gab ポートがすべて開始したことを検証します。
VCS では、ポート a と h が開いている必要があります。 フェンシングを設定してい
るかどうかに応じて、ポート b が開いていることがあります。次のコマンドは VCS 用
に開かれているポートを表示します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
6e6e03 membership 01
Port h gen
6e6e06 membership 01
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13

hastatus や lltstat -n などのコマンドを入力して製品を正しく設定していること

を確認します。
# hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System

State

Frozen

A
A

RUNNING
RUNNING

0
0

sys1
sys2

# lltstat -n
LLT node information:
Node
0 sys1
* 1 sys2

State
OPEN
OPEN

Links
2
2

14 セキュアモードでノードを設定する場合、状態を検証します。次に例を示します。
# haclus -value SecureClus
1

Kickstart 設定ファイルの例
次に、RedHat Enterprise Linux 6 (RHEL6) Kickstart 設定ファイルの例を示します。
# The packages below are required and will be installed
from OS installation media automatically # during the automated
installation of products in the DVD, if they have not been
installed yet.
%packages
systemd-libs.i686
device-mapper
device-mapper-libs
parted
libgcc.i686
ed
ksh
nss-softokn-freebl.i686
glibc.i686
libstdc++.i686
audit-libs.i686
cracklib.i686
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libselinux.i686
pam.i686
libattr.i686
libacl.i686
%end

%post --nochroot
# Add necessary scripts or commands here to your need
# This generated kickstart file is only for the automated installation of pro
PATH=$PATH:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin
export PATH
#
# Notice:
# * You do not have to change the following scripts
#
# define path varibles
ROOT=/mnt/sysimage
BUILDDIR="${ROOT}/build"
RPMDIR="${BUILDDIR}/rpms"
# define log path
KSLOG="${ROOT}/var/tmp/kickstart.log"
echo "==== Executing kickstart post section: ====" >> ${KSLOG}
mkdir -p ${BUILDDIR}
mount -t nfs -o nolock,vers=3 ${BUILDSRC} ${BUILDDIR} >> ${KSLOG} 2>&1

# install rpms one by one
for RPM in VRTSperl VRTSvlic VRTSspt VRTSveki VRTSllt
VRTSgab VRTSvxfen VRTSamf VRTSvcs VRTScps VRTSvcsag
VRTSvcsea VRTSsfmh VRTSvbs VRTSvcswiz VRTSsfcpi62

do
echo "Installing package -- $RPM" >> ${KSLOG}
rpm -U -v --root ${ROOT} ${RPMDIR}/${RPM}-* >> ${KSLOG} 2>&1
done
umount ${BUILDDIR}
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CALLED_BY=KICKSTART ${ROOT}/opt/VRTS/install/bin/
UXRT62/add_install_scripts >> ${KSLOG} 2>&1
echo "==== Completed kickstart file ====" >> ${KSLOG}
exit 0
%end

yum を使った Symantec Cluster Server のインストール
yum を使って VCS をインストールできます。yum は Red Hat Enterprise オペレーティ
ングシステムに対応しています。
yum を使って VCS をインストールするには

1

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

2

yum リポジトリに VCS RPMを追加します。VCS RPMは、他のRPMと一緒に新しい
リポジトリまたは既存のリポジトリに追加できます。リポジトリを作成または更新するに
は、createrepo コマンドを使用します。このコマンドは、オペレーティングシステム
RPM createrepo-ver-rel.noarch.rpm によって提供されます。
■

VCS RPMの新しいリポジトリ /path/to/new/repository/ を作成するには
1. 空のディレクトリを作成します（例: /path/to/new/repository）。yum クライアントシステ
ムからは、HTTP、FTP、またはファイルプロトコルのディレクトリにアクセスできます。
# rm -rf /path/to/new/repository
# mkdir -p /path/to/new/repository
2. /path/to/new/repository/ にすべての VCS RPMをコピーします。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi62-*¥
/path/to/new/repository
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3. createrepo コマンドを使用して、リポジトリを作成します。
# /usr/bin/createrepo /path/to/new/repository
出力は次のようになります。
27/27 - VRTSsfcpi62-6.2.0.000-GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
4. このリポジトリのメタデータは /path/to/new/repository/repodata で作成されます。

■

VCS RPMに既存のリポジトリ /path/to/existing/repository/ を使用するには
1. /path/to/existing/repository/ にすべての VCS RPMをコピーします。yum クライア
ントシステムからは、HTTP、FTP、またはファイルプロトコルのディレクトリにアクセス
できます。
# cp -f VRTSvlic-* VRTSperl-* ... VRTSsfcpi62-*¥
/path/to/existing/repository
2. リポジトリのメタデータを更新する --update オプションを指定して、createrepo
コマンドを実行します。
# createrepo --update /path/to/existing/repository
出力は次のようになります。
27/27 * VRTSsfcpi62-6.2.0.000-GENERIC.noarch.rpm
Saving Primary metadata
Saving file lists metadata
Saving other metadata
3. /path/to/existing/repository/repodata のメタデータは、新しく追加したRPM用に更
新されます。

■

リポジトリを作成または更新した場合に VCS RPM の RPM グループを作成す
るには（オプション）
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1. リポジトリディレクトリに XML ファイルを作成します。VCS_group.xml という名前を付
けることができます。 ファイル内では、グループの名前、ID、RPM リスト、その他の情
報を指定します。この XML ファイルは、-yumgroupxml オプションでインストーラ
を使って生成できます。VCS の XML ファイルの例は次のとおりです。
# cat VCS_group.xml
<comps>
<group>
<id>VCS62</id>
<name>VCS62</name>
<default>true</default>
<description>RPMs of VCS 6.2.0.000</description>
<uservisible>true</uservisible>
<packagelist>
<packagereq type="default">VRTSvlic</packagereq>
<packagereq type="default">VRTSperl</packagereq>
... [other RPMs for VCS]
<packagereq type="default">VRTSsfcpi62</packagereq>
</packagelist>
</group>
</comps>
2. リポジトリを作成または更新したら、グループを作成します。
# createrepo -g VCS_group.xml /path/to/new/repository/
または
# createrepo -g VCS_group.xml --update /path/to/existing¥
/repository/

yum リポジトリ設定の詳細については、『Red Hat Enterpirse Linux Deployment
Guide』を参照してください。

3

クライアントシステムで yum リポジトリを設定します。
■

/etc/yum.repos.d/ 下に .repo ファイルを作成します。VCS の .repo ファイ

ルの例を次に示します。
# cat /etc/yum.repos.d/VCS.repo
[repo-VCS]
name=Repository for VCS
baseurl=file:///path/to/repository/
enabled=1
gpgcheck=0
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baseurl 属性の値は http://、ftp://、または file:/// から開始できます。選択した

URL は、repodata ディレクトリにアクセスできる必要があります。さらに、作成ま
たは更新したリポジトリ内のすべての VCS RPMにもアクセスできる必要がありま
す。
■

yum 設定を確認します。VCS RPMをリストします。
# yum list 'VRTS*'
Available Packages
VRTSperl.x86_64
VRTSsfcpi62.noarch
VRTSvlic.x86_64
...

5.16.1.4-RHEL5.2
6.2.0.000-GENERIC
3.02.62.010-0

repo-VCS
repo-VCS
repo-VCS

次の場合、VCS RPMはすぐに表示されないことがあります。
■

VCS RPM が追加される前にリポジトリが参照された

■

メタデータのローカルキャッシュの期限が切れていない

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

yum リポジトリ設定の詳細については、『Red Hat Enterpirse Linux Deployment
Guide』を参照してください。

4

RPMをターゲットシステムにインストールします。
■

すべてのRPMをインストールするには
1. yum と同様にそれぞれのRPM名を指定します。次に例を示します。
# yum install VRTSvlic VRTSperl ... VRTSsfcpi62
2. RPM グロブを使ってすべての VCS RPM を指定します。次に例を示します。
# yum install 'VRTS*'
3. VCS のRPM用にグループが設定されたら、グループ名を指定します。この例では、
グループ名は VCS62 です。
# yum install @VCS62
または
# yum groupinstall VCS62
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■
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RPMを一度に 1 つインストールするには
1. installvcs -pkginfo コマンドを実行し、RPM のインストール順序を確認しま
す。
The following Symantec Cluster Server RPMs must be
installed in the specified order to achieve full functionality.
The RPMs listed are all the RPMs offered by the
Symantec Cluster Server product.
RPMs: VRTSperl VRTSvlic VRTSspt VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen
VRTSamf VRTSvcs VRTScps VRTSvcsag VRTSvcsdr VRTSvcsea VRTSsfmh
VRTSvbs VRTSvcswiz VRTSsfcpi62

The following Symantec Cluster Server RPMs must be installed
in the specified order to achieve recommended functionality.
The RPMs listed are the recommended RPMs for
Symantec Cluster Server offering basic and some advanced
functionality for the product.
RPM: VRTSperl VRTSvlic VRTSspt VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen
VRTSamf VRTSvcs VRTSvcsag VRTSvcsdr VRTSvcsea VRTSsfmh
VRTSvbs VRTSvcswiz VRTSsfcpi62

The following Symantec Cluster Server RPMs must be installed
in the specified order to achieve basic functionality.
The RPMs listed provide minimum footprint of the
Symantec Cluster Server product.
RPM: VRTSperl VRTSvlic VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen VRTSamf VRTSvcs
VRTSvcsag VRTSsfmh VRTSvcswiz VRTSsfcpi62
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2. installvcs -pkginfo コマンドで出力された順序を使用します。
# yum install VRTSperl
# yum install VRTSvlic
...
# yum install VRTSsfcpi62

5

すべてのRPMをインストールしたら、/opt/VRTS/install/installvcs<version>
スクリプトを使って製品をライセンス、設定、起動します。
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
yum を使って VCS をインストールする前に VRTSsfcpi62 RPM がインストールさ
れている場合、この RPM はアップグレードも再インストールもされませ
ん。/opt/VRTS/install/installvcs<release_version> スクリプトが適切に作
成されない場合は、他のすべての VCS RPMがインストールされた後
で、/opt/VRTS/install/bin/UXRT62/add_install_scripts スクリプトを使っ
て installvcs スクリプトまたは uninstallvcs スクリプトを作成します。たとえば、インス
トールする製品に応じて、次のように出力されます。
# /opt/VRTS/install/bin/UXRT62/add_install_scripts
Creating install/uninstall scripts for installed products
Creating /opt/VRTS/install/installvcs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallvcs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installdmp62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstalldmp62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installfs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallfs62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installsf62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallsf62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/installvm62 for UXRT62
Creating /opt/VRTS/install/uninstallvm62 for UXRT62

Red Hat Satellite サーバーを使用した VCS のインストー
ル
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 オペレーティングシステムでサポートされています。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。
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Red Hat Satellite サーバーはシステム管理ソリューションです。これにより次のことが可
能になります。
■

システムのハードウェアおよびソフトウェアの情報をまとめます。

■

システムにソフトウェアをインストールし、更新します。

■

カスタムソフトウェアの RPM を収集し、管理可能なグループに配布します。

■

（Kickstart）システムをプロビジョニングします。

■

設定ファイルを管理し、システムに配備します。

■

システムを監視します。

■

仮想ゲストをプロビジョニングします。

■

仮想ゲストを開始、停止および設定します。

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ェア RPM のコレクションです。チャネルを使用して、いくつ
かのルールを定義することによって RPM を分離できます。たとえば、チャネルに特定の
Red Hat ディストリビューションからだけの RPM が含まれる場合があります。自身の必要
条件に従ってチャネルを定義できます。組織のネットワーク内でのカスタム使用のために
VCS RPM を含むチャネルを作成できます。
チャネルには次の 2 種類があります。
■

基礎チャネル
基礎チャネルは、特定のアーキテクチャおよび Red Hat Enterprise Linux リリースに
基づく RPM で構成されています。

■

子チャネル
子チャネルは、VCS のような追加のカスタム RPM を含む基礎チャネルに関連付け
られているチャネルです。

システムは 1 つの基礎チャネルとその基礎チャネルの複数の子チャネルにのみ加入で
きます。加入済みのシステムは、サテライトチャネルを通して利用できる RPM のみインス
トールまたは更新できます。
詳しくは、『Red Hat Satellite 5.6 ユーザーガイド』を参照してください。

Red Hat Satellite サーバーを使用して、VCS 製品をインストールする
Red Hat Satellite サーバーを使用して、システムに VCS 製品をインストールできます。
Red Hat Satellite サーバーを使用して、VCS 製品をインストールするには

1

Red Hat Satellite のマニュアルに従って、基礎チャネル、子チャネルおよびターゲッ
トシステムを設定します。次のことを確認する必要があります。
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■

基礎チャネルは、RHEL6.3、RHEL6.4、RHEL6.5、または RHEL7 リリースに基
づく RPM で構成されています。

■

子チャネルは、VCS RPM またはパッチで構成されています。

■

ターゲットシステムは Red Hat Satellite に登録されます。

2

Red Hat Satellite の admin ページにログオンします。［システム（Systems）］タブ
を選択します。［ターゲットシステム（target system）］をクリックしてください。

3

［チャネル予約の変更（Alter Channel Subscriptions）］を選択して、ターゲットシス
テムのチャネル予約を変更します。

4

VCS のリポジトリを含むチャネルを選択します。

5

ターゲットシステムの YUM リポジトリを確認するには、次のコマンドを入力します。
# yum repolist

6

YUM を使用する VCS RPM をインストールには、次のコマンドを入力します。
# yum install @VCS62

7

インストーラのスクリプトを生成には、次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTS/install/bin/UXRT62/add_install_scripts

8

インストーラを使用して VCS を設定するには次のコマンドを入力します。
# ./installvcs62 -configure
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VCS の手動設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS の手動設定について

■

LLT の手動設定

■

GAB の手動設定

■

VCS の手動設定

■

シングルノードモードの VCS の設定

■

手動設定後の LLT、GAB、VCS の起動

■

VCS クラスタ設定ウィザードを使用したクラスタの設定について

■

VCS クラスタ設定ウィザードを使用して VCS クラスタを設定する前に

■

VCS クラスタ設定ウィザードの起動

■

VCS クラスタ設定ウィザードを使ったクラスタの設定

■

VCS クラスタへのシステムの追加

■

VCS 設定の修正

VCS の手動設定について
この項では、VCS を手動で設定するための手順について説明します。
メモ: シングルノードモードの VCS を手動設定する場合は、LLT と GAB の手動設定に
関する手順を省略できます。
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LLT の手動設定
VCS ではすべてのクラスタ通信に、IP スタックに代わる高性能で低遅延のプロトコルとし
て LLT（Low Latency Transport）を使用します。LLT には次の 2 つの機能があります。
それは次のタスクを処理します。
■

トラフィック分散

■

ハートビートのトラフィック

イーサネット経由で LLT を設定するには、クラスタの各ノードで次の手順を実行します。
■

/etc/llthosts ファイルを設定します。
p.264 の 「手動インストールのための /etc/llthosts の設定」 を参照してください。

■

/etc/llttab ファイルを設定します。
p.264 の 「手動インストールのための /etc/llttab の設定」 を参照してください。

■

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、LLT_START と LLT_STOP 環境変数
の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/llt

LLT は UDP 経由で設定することもできます。
p.522 の 「LLT での UDP 層の使用」 を参照してください。
LLT は RDMA 経由で設定することもできます。
p.538 の 「RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例 」 を参照してください。

手動インストールのための /etc/llthosts の設定
ファイル llthosts(4) はデータベースです。 このファイルには、LLT のホスト名と LLT のシ
ステム ID（最初の列）をリンクするシステム 1 つにつき、1 つのエントリが格納されていま
す。 このファイルの内容がクラスタのすべてのノードで同一であることを確認する必要が
あります。 ファイルの内容が不一致の場合、クラスタで予測できない動作が発生すること
があります。
vi などのテキストエディタを使用して、次のようなエントリを含む /etc/llthosts ファイルを作
成します。
0 sys1
1 sys2

手動インストールのための /etc/llttab の設定
/etc/llttab ファイルでは、システム ID（またはノード名）、システムのクラスタ ID、およびシ
ステムに対応するネットワークリンクを指定する必要があります。また、そのファイルによっ
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てその他のパラメータも設定できます。また、/opt/VRTSllt にあるサンプルファイル
sample_llttab も参照してください。
p.265 の 「/etc/llttab ファイル内の LLT パラメータについて」 を参照してください。
vi などのテキストエディタを使用して、次のようなエントリを含む /etc/llttab ファイルを作成
します。
set-node node_name
set-cluster cluster_id
link eth1 eth-MAC_address - ether - link eth2 eth-MAC_address - ether - -

最初の行は、ファイルが存在するシステムを識別するためのパラメータです。 この例で
は、set-node の値として sys1 または 0 を指定できます。set-cluster コマンドで始ま
る次の行はクラスタ番号を識別します。この番号は、同じ物理ネットワーク接続に複数の
クラスタが設定されているときに一意の番号である必要があります。 その次の link コマ
ンドで始まる 2 行は、LLT プロトコルが使う 2 つのプライベートネットワークカードを定義
しています。 パラメータの順序は、/opt/VRTSllt にあるサンプル llttab ファイルと同様
にする必要があります。
プライベート NIC のメディア速度を変更する場合は、LLT パフォーマンスを向上させるた
めに低速度の低優先度リンクとして NIC を設定することをお勧めします。次に例を示しま
す。
vi などのテキストエディタを使用して、次のようなエントリを含む /etc/llttab ファイルを作成
します。
set-node node name
set-cluster cluster_id
link eth1 eth-MAC_address - ether - link eth2 eth-MAC_address - ether - link-lowpri eth3 eth-MAC_address - ether - -

p.65 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。

/etc/llttab ファイル内の LLT パラメータについて
表 17-1 に、イーサネット経由の LLT で使用する、/etc/llttab ファイル内の LLT パラメー
タの一覧を示します。
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表 17-1

LLT パラメータ

パラメータ

説明

set-node

システム ID または識別名を定義します。システム ID は、クラスタ内
の各システムで一意である必要があり、0 から 63 までの範囲の値が
使えます。シンボリック名は、/etc/llthosts ファイルに定義されている
システム ID と対応している必要があります。
複数のシステムで同じ ID を設定している場合は、LLT は動作しませ
ん。

set-cluster

一意のクラスタ ID を割り当てます。このパラメータは、複数のクラスタ
が同じ物理ネットワーク上に存在するときに使います。デフォルト値は
0 のため、このパラメータをユーザーが設定しない場合には、すべて
のクラスタのクラスタ ID は 0 になります。

link

LLT とネットワークインターフェースをリンクさせます。少なくとも 1 つ
のリンクを指定する必要があります。最大 8 リンクまで指定できます。
link-lowpri パラメータを使って低優先度として設定した場合や、リン
ク先ベースの負荷分散を使うように LLT を設定した場合を除いて、利
用可能なすべてのネットワーク接続にネットワークトラフィックが均等
に分散されます。
link の最初の引数は、ユーザー定義のタグで、LLT リンクを識別する
ために lltstat（1M）コマンドで出力されます。また、この引数は、
llttab でオプションの固定 MAC アドレスを設定するためにも使わ
れます。
link の 2 番目の引数には、使用するネットワークインターフェースを
指定します。結合または vlan インターフェースの場合は、インター
フェース名を使います。標準的なネットワークインターフェースでは、
eth-mac を使って対応するネットワークインターフェースを指定するこ
とを推奨します。
残りの 4 つの引数はデフォルト設定としてそのまま使います。これら
は、拡張設定を行うときにのみ変更します。プライベートネットワーク
で使うネットワークインターフェースごとに 1 つの link パラメータが必
要です。LLT は、未登録のイーサネット SAP 0xcafe を使います。こ
の SAP が受け入れられないときは、SAP のカスタマイズ方法につい
て、llttab（4）のマニュアルページを参照してください。LLT はイー
サネット経由の LLT に IP アドレスを使わないため、IP アドレスをネッ
トワークデバイスに割り当てる必要はありません。
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パラメータ

説明

link-lowpri

このパラメータは、パブリックネットワークインターフェースで link の
代わりに使います。このパラメータで指定されたパブリックネットワーク
は、ハートビート用ネットワークリンクとしてパブリックネットワークが最
後のリンクとなるまで、VCS のハートビート通信として使われません。
速度の異なるプライベート NIC を使う場合は、すべての低速リンクに
は「link」の代わりに「link-lowpri」パラメータを使います。 LLT パフォー
マンスを向上させるには、高速プライベート NIC にのみ「link」パラメー
タを使ってください。 他のリンクに障害が発生した場合にのみ、低優
先度のネットワークリンクが VCS 通信に使われます。

LLT パラメータについて詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してください。

手動インストールにおける LLT に関するその他の注意事項
LLT に設定した各ネットワークインターフェースは、別々の物理ネットワークに接続してく
ださい。

GAB の手動設定
VCS はクラスタメンバーシップと信頼性が高いクラスタ通信のための GAB（Group Atomic
Broadcast）のプロトコルを使います。GAB には次の 2 つの機能があります。
それは次のタスクを処理します。
■

クラスタメンバーシップ

■

クラスタ通信
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GAB を設定するには

1

vi などのエディタを使ってクラスタの各ノードの /etc/gabtab 設定ファイルを設定し
ます。次に、/etc/gabtab ファイルの例を示します。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションは使用するドライバを設定します。-n N のオプションは、少なくとも N

台のシステムがクラスタを形成する準備ができるまでクラスタが形成されないことを指
定します。N はクラスタのシステムの合計数に設定することを推奨します。
警告: /sbin/gabconfig に対して -c -x オプションまたは -x オプションを使うこ
とはお勧めしません。-c -x または -x を使うと、スプリットブレイン状態が発生する
可能性があります。

2

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、GAB_START と GAB_STOP 環境変
数の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/gab

VCS の手動設定
VCS の設定には、クラスタ内の各システムで types.cf ファイルと main.cf ファイルが必要
です。どちらのファイルも、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリにあります。
main.cf ファイル

main.cf 設定ファイルには、最小限、次の項目が定義されている必要があり
ます。

■

「include」文 - 付属エージェントリソースを定義しているファイル types.cf
を指定します。
クラスタ名

■

クラスタを構成するシステムの名前

■

types.cf ファイル

main.cf の「include」文で types.cf ファイルが参照されることに注意してくだ
さい。このテキストファイルには VCS の付属エージェントのリソースタイプ定
義が記述されます。新規インストール時に、types.cf ファイル
は、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリに自動的にコピーされます。

VCS を手動でインストールした場合は、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルに
は次の記述しかありません。
include "types.cf"

main.cf ファイルについて、またその編集と確認方法について詳しくは、『Symantec
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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VCS を手動で設定するには

1

root ユーザーでログオンして、設定ファイルが格納されているディレクトリに移動しま
す。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config

2

vi またはその他のテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集し、クラスタ名と
システム名を定義します。次の例を参照してください。
次に 2 ノードクラスタの main.cf の例を示します。
include "types.cf"
cluster VCSCluster2 ( )
system sys1 ( )
system sys2 ( )

次にシングルノードクラスタの main.cf の例を示します。
include "types.cf"
cluster VCSCluster1 ( )
system sn1 ( )

3

main.cf ファイルを保存して閉じます。

クラスタを手動で作成するときのクラスタ UUID の設定
手動でクラスタを作成するときは、クラスタ UUID を設定する必要があります。
クラスタを手動で作成するときにクラスタ UUID を設定するには
◆

クラスタの 1 つのノードで、次のコマンドを実行してクラスタの各ノードにクラスタ UUID
を設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure nodeA
nodeB ... nodeN

ここで、nodeA、nodeB から nodeN はクラスタノードの名前です。

シングルノードモードの VCS の設定
手動設定のセクションで説明した手順に加えて、次の手順を完了してシングルノードモー
ドの VCS を設定します。
p.268 の 「VCS の手動設定」 を参照してください。
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シングルノードモードの VCS を設定するには

1

次のファイルを編集して、ONENODE 環境変数の値を yes に変更します。
/etc/sysconfig/vcs

2

シングルノードの目的がアプリケーションの管理のみの場合、LLT、GAB、I/O フェン
シングカーネルモジュールを無効にしても構いません。
メモ: VCS カーネルモジュールを無効にすると、複数ノードにわたってアプリケーショ
ンを高可用にすることができません。

p.270 の 「単一ノードクラスタでの LLT、GAB、I/O フェンシングの無効化」 を参照してく
ださい。
p.271 の 「LLT、GAB、I/O フェンシングの有効化」 を参照してください。

単一ノードクラスタでの LLT、GAB、I/O フェンシングの無効化
ここでは、単一ノード VCS クラスタでカーネルモジュールを無効にする方法について説
明します。
通常、LLT、GAB、I/O フェンシングのカーネルモジュールは VCS のインストール時に
ロードされます。ただし、アプリケーションの高可用性が不要な場合、LLT、GAB、I/O フェ
ンシングモジュールを無効にできます。単一ノードのアプリケーションの管理、VCS のア
プリケーション再起動機能の使用は継続的に行うことができます。
後でクラスタを複数のノードに拡張するときに、これらのモジュールを有効にし、複数の
ノード全体でアプリケーションを高可用性を確保できます。
メモ: GAB が無効な単一ノードクラスタで VCS エンジンがハングアップした場合、GAB
はそのハングアップ状態を検出できず、VCS を再起動するための対処を実行できませ
ん。このような場合は、VCS エンジンでハングアップが発生していることを検出し、修正
処理を実行する必要があります。詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』の
「GAB のクライアントプロセス障害について」を参照してください。
p.270 の 「LLT、GAB、I/O フェンシングの無効化」 を参照してください。

LLT、GAB、I/O フェンシングの無効化
これらのカーネルモジュールを無効にするには次の手順を実行します。
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I/O フェンシングを無効にするには

1

次のファイルを編集して、VXFEN_START と VXFEN_STOP の値を 0 に設定します。
/etc/sysconfig/vxfen

2

I/O フェンシングモジュールを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

GAB を無効にするには

1

次のファイルを編集して、GAB_START と GAB_STOP の値を 0 に設定します。
/etc/sysconfig/gab

2

GAB モジュールを停止します。
# /etc/init.d/gab

stop

LLT を無効にするには

1

次のファイルを編集して、LLT_START と LLT_STOP の値を 0 に設定します。
/etc/sysconfig/llt

2

LLT モジュールを停止します。
# /etc/init.d/llt stop

LLT、GAB、I/O フェンシングの有効化
カーネルモジュールを有効にするには、次の手順を実行します。
LLT を有効にするには:

1

次のファイルを編集して、LLT_START と LLT_STOP の値を 1 に設定します。
/etc/sysconfig/llt

2

LLT モジュールを起動します。
# /etc/init.d/llt start
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GAB を有効にするには:

1

次のファイルを編集して、GAB_START と GAB_STOP の値を 1 に設定します。
/etc/sysconfig/gab

2

GAB モジュールを起動します。
# /etc/init.d/gab

start

I/O フェンシングを有効にするには:

1

次のファイルを編集して、VXFEN_START と VXFEN_STOP の値を 1 に設定します。
/etc/sysconfig/vxfen

2

I/O フェンシングモジュールを起動します。
# /etc/init.d/vxfen start

手動設定後の LLT、GAB、VCS の起動
LLT、GAB、VCS の設定後に、次の手順を使って LLT、GAB、VCS を起動します。
LLT を起動するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行して LLT を起動します。
# /etc/init.d/llt start

各ノードで LLT が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
Loading LLT Driver...
Starting LLT:
LLT: loading module...
Loaded
kernel_version on kernel kernel_version
LLT: configuring module
where, kernel_version is the kernel version
of the Linux operating system

2

各ノードで、次のコマンドを実行して LLT が動作していることを確認します。
# /sbin/lltconfig
LLT is running
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GAB を起動するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行して GAB を起動します。
# /etc/init.d/gab start

各ノードで GAB が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
GAB: Starting
GAB: Starting Done

2

各ノードで、次のコマンドを実行して GAB が動作していることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01

VCS を起動するには
◆

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/vcs start

VCS が各ノードで正しく設定されていれば、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
のエンジンのログファイルは次のようになります。
VCS NOTICE V-16-1-10619 ‘HAD’ starting on: sys1
VCS NOTICE V-16-1-10620 Waiting for local cluster configuration
status
VCS NOTICE V-16-1-10625 Local cluster configuration valid
VCS NOTICE V-16-1-11034 Registering for cluster membership
VCS NOTICE V-16-1-11035 Waiting for cluster membership
GAB INFO V-15-1-20036 Port h gen
265f06 membership ;1
GAB INFO V-15-1-20038 Port h gen
265f06 k_jeopardy 0
GAB INFO V-15-1-20040 Port h gen
265f06
visible 0
VCS INFO V-16-1-10077 Received new cluster membership
VCS NOTICE V-16-1-10082 System (sys1) is in Regular Membership
- Membership: 0x2
VCS NOTICE V-16-1-10073 Building from local configuration
VCS NOTICE V-16-1-10066 Entering RUNNING state
GAB INFO V-15-1-20036 Port h gen
265f07 membership 01
VCS INFO V-16-1-10077 Received new cluster membership
VCS NOTICE V-16-1-10082 System (sys2) is in Regular Membership
- Membership: 0x3
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p.427 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。

VCS クラスタ設定ウィザードを使用したクラスタの設定に
ついて
VCS クラスタ設定ウィザードを使用してクラスタを設定する前に次の点を考慮してくださ
い
■

VCS クラスタ設定ウィザードで VCS クラスタを設定し、クラスタにノードを追加するこ
とができます。
p.276 の 「VCS クラスタ設定ウィザードを使ったクラスタの設定」 を参照してください。

■

VCS コマンドを使ってコンポーネントを追加したり既存の設定を修正する前に、まず
ウィザードを使ってアプリケーション監視を設定することを推奨します。アプリケーショ
ンの可用性を設定するほかに、ウィザードでアプリケーション監視を正常に設定する
ために必要な他のコンポーネントもセットアップします。

■

VMware 環境では、アプリケーションがコンピュータで現在オンラインの場合はシステ
ムを一時停止しないでください。 システムを一時停止すると、VCS はアプリケーショ
ンとともにディスクを別のシステムに移動します。後で、一時停止したシステムをリスト
アしようとすると、システムの一時停止前に接続されていたディスクがシステムで不要
になったので VMware は操作を許可しません。

VCS クラスタ設定ウィザードを使用して VCS クラスタを設
定する前に
VCS クラスタ設定ウィザードを起動して、VCS クラスタを設定する前に次の作業を完了
していることを確認します。
■

VCS クラスタを設定するシステムに Symantec Cluster Server（VCS）をインストール
します。

■

VCS クラスタを設定するときに次のユーザー権限を持っている必要があります。
■

vSphere クライアントからウィザードを起動するときにアプリケーション監視（Admin）
権限を設定します。

■

VOM でウィザードを起動する場合の管理者ロール権限

■

システムに監視したいアプリケーションとそれに関連するコンポーネントをインストール
します。

■

ファイアウォールを設定した場合は、ファイアウォールの設定で必ず Symantec Cluster
Server インストーラ、ウィザード、サービスで使うポートにアクセスすることを許可しま
す。
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ファイアウォールが次のポートを遮断しないことを確認します。

■

VMware 環境

443、5634、14152、14153

物理環境

5634、14161、14162、14163、および
14164。14161、14162、14163、および
14164 のうち少なくとも 1 つのポートが開いて
いる必要があります。

クラスタ通信に結合インターフェースを選択しないでください。 結合インターフェース
は 1 つの論理 NIC であり、複数の物理 NIC をグループ化して形成されます。 次の
問題が起きる場合があるので、結合のすべての NIC には同一の MAC アドレスを使
います。
■

シングルサインオン（SSO）設定エラー。

■

ウィザードが指定済みのネットワークアダプタを検出できない場合がある

■

ウィザードが指定済みシステム名の検出や検証に失敗する場合がある

■

VMware 環境で、監視するアプリケーションが使うディスクが、システムから切断して
別のシステムに接続できるように非共有コントローラに接続されていることを確認しま
す。

■

システムのホスト名が /etc/hosts ファイルエントリを使って DNS サーバーまたはロー
カルで解決できる必要があります。

VCS クラスタ設定ウィザードの起動
共有データストアの存在するディスクが接続されているシステムから VCS クラスタ設定
ウィザードを起動する必要があります。
VCS クラスタ設定ウィザードは次の場所から起動できます。
■

VMware vSphere クライアント:
「VMware vSphere クライアントからの VCS クラスタ設定ウィザードの起動」を参照し
てください。

■

ブラウザウィンドウ
「ブラウザウィンドウからの VCS クラスタ設定ウィザードの起動」を参照してください。
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VMware vSphere クライアントからの VCS クラスタ設定ウィザード
の起動
VMware vSphere クライアントからウィザードを起動するには:

1

VMware vSphere クライアントを起動し、仮想マシンをホストする VMware vCenter
サーバーに接続します。

2

左ペインにある vSphere Client の［インベントリ（Inventory）］ビューで、VCS クラス
タを設定する仮想マシンを選択します。

3

［Symantec High Availability］タブを選択します。
タブには、システムで設定される内容に基づいてさまざまなメニューが表示されます。
メニューオプションでは、実行するタスクに基づいて適切なウィザードパネルが起動
されます。

ブラウザウィンドウからの VCS クラスタ設定ウィザードの起動
［Symantec High Availability］ビューから VCS クラスタ設定ウィザードを起動できます。

1

ブラウザウィンドウを開いて次の URL を入力します。
https://<IP_or_HostName>:5634/vcs/admin/application_health.html
<IP_or_HostName> は、クラスタを設定するシステムの IP アドレスまたはホスト名
です。

2

ウィザードを起動するには、［Symantec High Availability］ビューページの［クラスタ
の設定（Configure cluster）］リンクをクリックします。

メモ: クラスタ設定のさまざまな段階で、［Symantec High Availability］ビューページには
さまざまな設定オプションが提供されます。これらのオプションでは、実行するタスクに基
づいて適切なウィザードパネルが起動されます。
p.276 の 「VCS クラスタ設定ウィザードを使ったクラスタの設定」 を参照してください。
p.280 の 「VCS クラスタへのシステムの追加」 を参照してください。
［Symantec High Availability］ビューから実行できる設定について詳しくは、『Symantec
Cluster Server 管理者ガイド』の「［Symantec High Availability］ビューからのアプリケー
ション監視の管理」セクションを参照してください。

VCS クラスタ設定ウィザードを使ったクラスタの設定
VCS クラスタ設定ウィザードを使って Symantec Cluster Server（VCS）クラスタを設定
するには、以下の手順を実行します。
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VCS クラスタを設定するには

1

［Symantec High Availability］ビュー（必要なクラスタに属する任意のシステムで）
にアクセスします。
p.275 の 「VCS クラスタ設定ウィザードの起動」 を参照してください。

2

［ようこそ（Welcome）］パネルの情報を確認して、［次へ（Next）］をクリックします。
［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルが表示されます。
デフォルトではローカルシステムがクラスタシステムとして選択されています。

3

クラスタにこれ以上システムを追加しない場合は、この手順をスキップします。後で
同じウィザードを使用してシステムを追加できます。
クラスタにシステムを追加するには［システムの追加（Add System）］をクリックしま
す。
［システムの追加（Add System）］ダイアログボックスで VCS クラスタに追加するシ
ステムの次の詳細を指定し、［OK］をクリックします。
システム名または IP アドレス（System Name VCS クラスタに追加するシステムの名前また
or IP address）
は IP アドレスを指定します。
ユーザー名

システムのユーザーアカウントを指定します。
通常、これは root ユーザーです。root ユー
ザーには必要な権限があります。

パスワード

指定したユーザーアカウントのパスワードを指
定します。

指定したユーザーアカウントをすべてのシス 同じユーザー名とパスワードを持つすべての
テムで使う（Use the specified user account クラスタシステムで指定したユーザーアカウン
on all systems）
トを使用する場合、このチェックボックスを選
択します。

4

［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルで、次のいずれかの手順を実行しま
す。
■

クラスタに別のシステムを追加するには、［システムの追加（Add System）］をク
リックし、手順3を繰り返します。

■

クラスタシステムで指定されたユーザー名またはパスワードを修正する場合は、
編集アイコンを使用します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。
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5

クラスタのセキュリティ設定を修正しない場合は、［次へ（Next）］をクリックして、手順
7を続行します。
デフォルトでは、このウィザードは安全なクラスタ通信のためにシングルサインオンを
設定します。クラスタのセキュリティ設定を修正する場合は、［拡張設定（Advanced
Settings）］をクリックします。

6

［拡張設定（Advanced settings）］ダイアログボックスで次の詳細を指定し、［OK
（OK）］をクリックします。
シングルサインオンを使う（Use Single
Sign-on）

クラスタ通信に VCS 認証サービスを使ってシ
ングルサインオンを設定する場合に選択しま
す。
このオプションはデフォルトで有効になってい
ます。

VCS ユーザー権限を使う（Use VCS user
privileges）

クラスタに管理者権限のあるユーザーを設定
する場合に選択します。
ユーザー名とパスワードを指定し、［OK（OK）］
をクリックします。

7

［ネットワークの詳細（Network Details）］パネルで、ネットワークプロトコルのタイプを
選択して VCS クラスタネットワークリンク（LLT（Low Latency Transport）または LLT
モジュール）を設定し、ネットワーク通信のアダプタ指定します。
ウィザードはこれらのアダプタを使用して VCS クラスタ通信リンクを設定します。クラ
スタシステムごとに最低 2 つのアダプタを選択する必要があります。
メモ: デフォルトでは、LLT リンクはイーサネット経由で設定されます。
［クラスタ通信に MAC アドレスを使用（Ethernet 上での LLT）（Use MAC address
for cluster communication （LLT over Ethernet））］を選択するか、［クラスタ通信
（UDP 上の LLT）に IP アドレスを使用（Use IP address for cluster communication
(LLT over UDP)）］を選択し、クラスタシステムで次の詳細を指定します。
■

イーサーネット上での LLT を設定するには、各ネットワーク通信リンクのアダプタ
を選択します。各通信リンクに異なるネットワークアダプタを選択する必要があり
ます。

■

UDP 上での LLT を設定するには、IP プロトコルのタイプ（IPv4 または IPv6）を
選択し、各通信リンクに必要な詳細を指定します。
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ネットワークアダプタ（Network Adapter）

通信リンクのネットワークアダプタを選択し
ます。
各通信リンクに異なるネットワークアダプタ
を選択する必要があります。

［IP Address］

IP アドレスを表示します。

Port

各リンクに重複のないポート番号を指定しま
す。
IPv4 と IPv6 では、ポート範囲は 49152 か
ら 65535 です。
リンクの指定済みポートは、そのリンクのす
べてのクラスタシステムに使います。

サブネットマスク（IPv4）

サブネットマスクの詳細を表示します。

接頭辞（IPv6）

接頭辞の詳細を表示します。

デフォルトでは、リンクの 1 つはパブリックネットワークインターフェースの優先度が
低いリンクとして設定されます。 2 つ目のリンクは優先度が高いリンクとして設定され
ます。
優先度が高いリンクを優先度が低いリンクに変更するには、［修正（Modify）］をクリッ
クします。 ［優先度が低いリンク（Modify low-priority link）］ダイアログボックスで、リ
ンクを選択して［OK（OK）］をクリックします。
メモ: シマンテック社は、1 つのリンクをパブリックネットワークインターフェースに設定
することをお勧めします。パブリックネットワークインターフェースのリンクに低優先度
リンクを割り当てることにより、そのリンクを介した VCS クラスタ通信を最小限にしま
す。

8

［設定の概略（Configuration Summary）］パネルでクラスタ名および一意のクラスタ
ID を指定し、次に［確認（Validate）］をクリックします。
メモ: ネットワークに複数のクラスタがある場合、ウィザードは指定されたクラスタ ID
が現在のシステムからアクセス可能なすべてのクラスタ間で一意のクラスタ ID か確
認します。現在のシステムからアクセスできないクラスタ間で、指定したクラスタ ID が
一意であることを確認してください

9

VCS クラスタ設定の詳細を見直し、［次へ（Next）］をクリックして、設定を続けます
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10 ［実装（Implementation）］パネルで、このウィザードにより VCS クラスタが作成され
ます。
ウィザードに設定タスクの状態が表示されます。 設定が完了したら、［次へ（Next）］
をクリックします。
設定タスクが失敗した場合は、［診断情報（Diagnostic information）］をクリックして
失敗の詳細を確認します。エラーの原因を解決し、ウィザードを再度実行して VCS
クラスタを設定します。

11 ［完了（Finish）］パネルで［完了（Finish）］をクリックしウィザードのワークフローを完
了します。
これで、VCS クラスタの設定が完了します。

VCS クラスタへのシステムの追加
VCS クラスタ設定ウィザードを使って Symantec Cluster Server（VCS）クラスタにシステ
ムを追加するには、以下の手順を実行します。
ウィザードを起動するシステムは、新しいシステムを追加するクラスタの一部でなければ
なりません。
VCS クラスタにシステムを追加するには

1

［Symantec High Availability］ビュー（必要なクラスタに属する任意のシステムで）
にアクセスします。
p.275 の 「VCS クラスタ設定ウィザードの起動」 を参照してください。

2

［アクション（Actions）］、［VCS クラスタへのシステムの追加（Add System to VCS
Cluster）］をクリックします。
VCS クラスタ設定ウィザードが起動されます。

3

［ようこそ（Welcome）］パネルの情報を確認して、［次へ（Next）］をクリックします。
［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルがクラスタ名および既存のクラスタシス
テムの表と共に表示されます。

4

クラスタにシステムを追加するには［システムの追加（Add System）］をクリックしま
す。

280

第 17 章 VCS の手動設定
VCS クラスタへのシステムの追加

5

［システムの追加（Add System）］ダイアログボックスで VCS クラスタに追加するシ
ステムの次の詳細を指定し、［OK］をクリックします。
システム名または IP アドレス（System Name VCS クラスタに追加するシステムの名前また
or IP address）
は IP アドレスを指定します。
ユーザー名

システムのユーザーアカウントを指定します。
通常、これは root ユーザーです。root ユー
ザーには必要な権限があります。

パスワード

指定したユーザーアカウントのパスワードを指
定します。

指定したユーザーアカウントをすべてのシス 同じユーザー名とパスワードを持つすべての
テムで使う（Use the specified user account クラスタシステムで指定したユーザーアカウン
on all systems）
トを使用する場合、このチェックボックスを選
択します。

6

7

［設定の入力（Configuration Inputs）］パネルで、次のいずれかの手順を実行しま
す。
■

クラスタに別のシステムを追加するには、［システムの追加（Add System）］をク
リックし、手順4を繰り返します。

■

クラスタシステムのユーザー名またはパスワードを修正する場合は、編集アイコ
ンを使用します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

［ネットワークの詳細（Network Details）］パネルで、システムのネットワーク通信のア
ダプタ（LLT（Low Latency Transport）または VCS の LLT モジュール）を指定しま
す。ウィザードはこれらのアダプタを使用して VCS クラスタ通信リンクを設定します。
最低 2 つのアダプタを選択する必要があります。
メモ: 既存のクラスタ通信の種類（イーサネット上の LLT または UDP 上の LLT）は
変更できません。
■

既存のクラスタがイーサネット上の LLT の場合は、各ネットワーク通信リンクのア
ダプタを選択します。各通信リンクに異なるネットワークアダプタを選択する必要
があります。

■

既存のクラスタが UDP 上の LLT の場合は、IP プロトコルのタイプ（IPv4 または
IPv6）を選択し、各通信リンクに必要な詳細を指定します。
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ネットワークアダプタ（Network Adapter）

通信リンクのネットワークアダプタを選択し
ます。
各通信リンクに異なるネットワークアダプタ
を選択する必要があります。

［IP Address］

IP アドレスを表示します。

Port

各リンクに重複のないポート番号を指定しま
す。
IPv4 と IPv6 では、ポート範囲は 49152 か
ら 65535 です。
リンクの指定済みポートは、そのリンクのす
べてのクラスタシステムに使います。

サブネットマスク（IPv4）

サブネットマスクの詳細を表示します。

接頭辞（IPv6）

接頭辞の詳細を表示します。

デフォルトでは、リンクの 1 つはパブリックネットワークインターフェースの優先度が
低いリンクとして設定されます。 他のリンクは優先度が高いリンクとして設定されま
す。
優先度が高いリンクを優先度が低いリンクに変更するには、［修正（Modify）］をクリッ
クします。 ［優先度が低いリンク（Modify low-priority link）］ダイアログボックスで、リ
ンクを選択して［OK（OK）］をクリックします。
メモ: シマンテック社は、1 つのリンクをパブリックネットワークインターフェースに設定
することをお勧めします。パブリックネットワークインターフェースのリンクに低優先度
リンクを割り当てることにより、そのリンクを介した VCS クラスタ通信を最小限にしま
す。

8

［設定の概略（Configuration Summary）］パネルで、VCS クラスタ設定の詳細を確
認します。
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9

［実装（Implementation）］パネルで、このウィザードにより VCS クラスタが作成され
ます。
ウィザードに設定タスクの状態が表示されます。 設定が完了したら、［次へ（Next）］
をクリックします。
設定タスクが失敗した場合は、［診断情報（Diagnostic information）］をクリックして
失敗の詳細を確認します。エラーの原因を解決し、ウィザードを再度実行して VCS
クラスタに必要なシステムを追加します。

10 ［完了（Finish）］パネルで［完了（Finish）］をクリックしウィザードのワークフローを完
了します。

VCS 設定の修正
VCS の正常なインストールの後、いくつかの方法で VCS の設定を修正できます。 コマ
ンドライン（Veritas Operations Manager）または Cluster Manager（Java コンソール）
から、設定を動的に修正できます。 管理ツールの情報については、Symantec Cluster
Server 管理者ガイドを参照してください。
また、main.cf ファイルを直接編集することもできます。 main.cf ファイルの構造の情報に
ついては、Symantec Cluster Server 管理者ガイドを参照してください。

ClusterService グループの設定
VCS をインストールし、LLT、GAB、VCS の動作を確認したら、オプション機能を含む
サービスグループを作成できます。 これらの機能には、、VCS の通知コンポーネント、グ
ローバルクラスタオプションなどがあります。VCS をクラスタシステムに手動で追加した場
合は、ClusterService グループを手動で作成する必要があります。ClusterService グ
ループを含むシステムの設定例を参照できます。 詳しくは、『Symantec Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。
p.504 の 「VCS クラスタの main.cf ファイルの例」 を参照してください。
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18
データ整合性のためのクラ
スタの手動設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定

■

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

■

仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定

■

マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定
表 18-1 に、I/O フェンシングの設定に含まれるタスクを示します。
表 18-1
タスク

参照

VxVM ディスクとしてのディスクの p.155 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照し
初期化
てください。
コーディネータディスクとして使う p.285 の 「コーディネータディスクとして使うディスクの特定」 を
ディスクの特定
参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディスク p.160 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照し
の確認
てください。
コーディネータディスクグループ
の設定

p.285 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照して
ください。

I/O フェンシングの設定ファイルの p.286 の 「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」 を参照して
作成
ください。
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タスク

参照

I/O フェンシングを使うための
VCS 設定の修正

p.287 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
参照してください。

コーディネーションポイントを監視 p.302 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するための CoordPoint エージェ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
ントの設定
I/O フェンシング設定の確認

p.289 の 「I/O フェンシング設定の確認」 を参照してください。

コーディネータディスクとして使うディスクの特定
VxVM ディスクとしてディスクを初期化していることを確認してください。
p.155 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
以下の手順を確認してから、コーディネータディスクとして使うディスクを識別してくださ
い。
コーディネータディスクを特定するには

1

各ノードのディスクを一覧表示します。
たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクが一覧表示されます。
# vxdisk -o alldgs list

2

コーディネータディスクとして使う SCSI-3 PR 互換共有ディスクを 3 つ選択します。
p.160 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

コーディネータディスクグループの設定
1 つのノードで、vxfencoorddg という名前のディスクグループを作成します。このグルー
プには、3 つのディスクまたは LUN を配置する必要があります。コーディネータディスク
グループのコーディネータ属性も設定する必要があります。VxVM は、この属性を使っ
て、コーディネータディスクが他のディスクグループに再度割り当てられるのを防止しま
す。
コーディネータディスクグループを通常のディスクグループとして作成する場合は、コー
ディネータ属性を Volume Manager でオンにできます。
ディスクグループの作成方法について詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理
者ガイド』を参照してください。
次の手順の例では、各ディスクのデバイス名を sdx、sdy、sdz とします。
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vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

いずれかのノードで、次のようにデバイス名を指定して、ディスクグループを作成しま
す。
# vxdg init vxfencoorddg sdx sdy sdz

2

コーディネータディスクグループのコーディネータ属性の値を「on」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

3

コーディネータディスクグループを次のようにデポートします。
# vxdg deport vxfencoorddg

4

ノードが再起動されるときに自動的にインポートされないように、-t オプションを使っ
てディスクグループをインポートします。
# vxdg -t import vxfencoorddg

5

ディスクグループをデポートします。ディスクグループをデポートすることによって、
コーディネータディスクが他の目的に使われないようにします。
# vxdg deport vxfencoorddg

I/O フェンシングの設定ファイルの作成
コーディネータディスクグループを設定したら、次のタスクを実行して I/O フェンシングを
設定する必要があります。
■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfendg を作成する。

■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新する。

I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# echo "vxfencoorddg" > /etc/vxfendg

「vxfencoorddg」テキストの引用符の間にはスペースを入れないでください。
このコマンドによって、ファイル /etc/vxfendg が作成されます。このファイルには、
コーディネータディスクグループの名前が記述されています。

2

すべてのクラスタノードで DMP ディスクポリシーの使用を /etc/vxfenmode ファイ
ルに指定します。
■

# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode
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3

更新された /etc/vxfenmode 設定を調べるためには、いずれかのノードで次のコマ
ンドを入力します。次に例を示します。
# more /etc/vxfenmode

4

クラスタ内の各ノードで次のファイルを編集し、環境変数 VXFEN_START と
VXFEN_STOP の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/vxfen

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正
コーディネーションポイントの追加と I/O フェンシングの設定が終了したら、VCS 設定ファ
イル /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に UseFence = SCSI3 クラスタ属性を追加し
ます。
この属性を UseFence = None にリセットすると、VCS はサービスグループのフェール
オーバー中に I/O フェンシング機能を使いません。ただし、I/O フェンシングは、それぞ
れ無効にする必要があります。
I/O フェンシングを有効にするために VCS 設定を修正するには

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

3

High Availability がクリーンな状態で停止されていることを確認し、gabconfig -a
を実行します。
コマンドの出力で、ポート h がないことを確認します。

4

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中の場合は停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

5

すべてのノードで main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig
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6

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集します。
クラスタ属性のリストを変更するには、UseFence 属性を追加し、その値に SCSI3
を割り当てます。
cluster clus1(
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

フェンシング設定がディスクベースかサーバーベースかにかかわらず、クラスタレベ
ル属性 UseFence の値は SCSI3 に設定されます。

7

ファイルを保存して閉じます。

8

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

9

rcp または他のユーティリティを使って、VCS 設定ファイルを sys1 などのノードから
残りのクラスタノードにコピーします。
たとえば、残りの各ノードで、次のように入力します。
# rcp sys1:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config

10 I/O フェンシングドライバと VCS を起動します。各ノードで次の手順を実行します。
■

I/O フェンシングドライバを起動します。
この vxfen 起動スクリプトは、vxfenconfig コマンドも呼び出します。このコマン
ドは、/etc/vxfentab に記述されたコーディネーションポイントを起動して使用で
きるように vxfen ドライバを設定します。
# /etc/init.d/vxfen start

■

main.cf が修正されるノードの VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

■

最初のノードの VCS が RUNNING 状態に達したら、他のすべてのノードの
VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart
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I/O フェンシング設定の確認
SCSI-3 ディスクポリシーが /etc/vxfenmode ファイルの設定を反映していることを、
vxfenadm 出力から確認します。
I/O フェンシング設定を確認するには

1

いずれかのノードで次のように入力します。
# vxfenadm -d

フェンシングモードが SCSI3 で、SCSI3 ディスクポリシーが dmp の場合、出力は
次のようになります。
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing
Fencing
Fencing
Cluster

Protocol Version: 201
Mode: SCSI3
SCSI3 Disk Policy: dmp
Members:

* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

2

指定したディスクがディスクベース I/O フェンシングで使われていることを検証しま
す。
# vxfenconfig -l

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定には、次のタスクが含まれます。
表 18-2
タスク

サーバーベースの I/O フェンシングを手動設定するタスク
参照

CP サーバーを VCS クラスタで使 p.290 の 「CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動
用するための準備
による準備」 を参照してください。
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タスク

参照

クライアントノードでのクライアント p.293 の 「クライアントノードにおけるクライアントキーと証明書
のキーと証明書の手動による生成 の手動による生成 」 を参照してください。
サーバーベースの I/O フェンシン p.295 の 「VCS クラスタ上での手動によるサーバーベースの
グを設定するための I/O フェンシ フェンシングの設定」 を参照してください。
ングの設定ファイルの修正
I/O フェンシングを使うための
VCS 設定の修正

p.287 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
参照してください。

コーディネーションポイントを監視 p.302 の 「コーディネーションポイントを監視するための
するためのコーディネーションポ CoordPoint エージェントの設定」 を参照してください。
イントエージェントの設定
サーバーベースの I/O フェンシン p.304 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証」
グの設定の確認
を参照してください。

CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動による準備
CP サーバーを VCS クラスタまたはクラスタで使用するよう手動で準備するには、この手
順を使います。
表 18-3 には、この手順で使われるサンプル値を示します。
表 18-3

手順のサンプル値

CP サーバーの設定コンポーネント

サンプル名

CP サーバー

cps1

ノード #1 - VCS クラスタ

sys1

ノード #2 - VCS クラスタ

sys2

クラスタ名

clus1

クラスタの UUID

{f0735332-1dd1-11b2}
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VCS クラスタ で使用する CP サーバーを手動で準備するには

1

VCS クラスタのクラスタ名と UUID を決定します。
たとえば、VCS クラスタのノードの 1 つ（sys1）で次のコマンドを実行します。
# grep cluster /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
cluster clus1
# cat /etc/vx/.uuids/clusuuid
{f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a}

2

cpsadm のコマンドを使って、VCS クラスタ とノードが CP サーバーにあるかどうか

を調べます。
次に例を示します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a list_nodes
ClusName UUID
Hostname(Node ID) Registered
clus1 {f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} sys1(0)
0
clus1 {f0735332-1dd1-11b2-bb31-00306eea460a} sys2(1)
0

出力にクラスタとノードが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加し
ます。
cpsadm コマンドについて詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参

照してください。
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3

各 CP サーバーに VCS クラスタとノードを追加します。
たとえば、CP サーバー（cps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行しク
ラスタを追加します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a add_clus¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2}
Cluster clus1 added successfully

CP サーバー（cps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、最初のノー
ドを追加します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h sys1 -n0
Node 0 (sys1) successfully added

CP サーバー（cps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、2 つ目の
ノードを追加します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h sys2 -n1
Node 1 (sys2) successfully added

4

セキュリティを無効にする場合、サーバーにユーザー名「cpsclient@hostname」を
追加します。
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5

CP サーバーにユーザーを追加します。
CP サーバー（cps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a add_user -e¥
cpsclient@hostname¥
-f cps_operator -g vx
User cpsclient@hostname
successfully added

6

VCS クラスタ を管理するために CP サーバーのユーザーを認可します。VCS クラ
スタの各ノードに対応する CP サーバーのユーザーに対してこのタスクを実行する
必要があります。
たとえば、2 つのノード sys1 と sys2 から成る VCS クラスタ clus1 の CP サーバー
（cps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a¥
add_clus_to_user -c clus1¥
-u {f0735332-1dd1-11b2}¥
-e cpsclient@hostname¥
-f cps_operator -g vx
Cluster successfully added to user
cpsclient@hostname privileges.

p.293 の 「クライアントノードにおけるクライアントキーと証明書の手動による生成 」 を参照
してください。

クライアントノードにおけるクライアントキーと証明書の手動による生成
HTTPS を使用して CP サーバーに接続しようとするクライアントノードには専用キーおよ
び CP サーバーの CA （認証局）によって署名された証明書が必要です。
クライアントはその専用キーと証明書を使用して CP サーバーとの接続を確立します。
キーと証明書はノードの事前定義済みの場所にある必要があります。各クライアントには
1 つのクライアント証明書、および各 CP サーバーごとに 1 つの CA 証明書があります。
そのため証明書ファイルは特定の命名規則に従っている必要があります。個別の証明書
名は、クライアントノードが特定の CP サーバーに接続するときに cpsadm コマンドがどの
証明書を使う必要があるのかを識別する上で助けになります。
証明書の名前は次のようにします。ca_cps-vip.crt および client _cps-vip.crt
ここで、cps-vip は /etc/vxfenmode ファイルにリストされている CP サーバーの VIP ま
たは FQHN です。たとえば、サンプル VIP の 192.168.1.201 に対応する証明書名は
ca_192.168.1.201 です。
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クライアントノードで証明書を手動設定するには

1

証明書を格納するディレクトリを作成します。
# mkdir -p /var/VRTSvxfen/security/keys
/var/VRTSvxfen/security/certs

メモ: クライアントノードで openssl ユーティリティが利用できない場合もあるため、
SSH を使用して CP サーバーにアクセスしてクライアントキーまたは証明書を CP
サーバーで生成し、各ノードに証明書をコピーすることをお勧めします。

2

クライアントノードの専用キーを生成します。
# /usr/bin/openssl genrsa -out client_private.key 2048

3

クラスタのクライアント CSR を生成します。CN はクライアントのクラスタの UUID で
す。
# /usr/bin/openssl req -new -key client_private.key¥
-subj '/C=countryname/L=localityname/OU=COMPANY/CN=CLUS_UUID'¥
-out client_192.168.1.201.csr

ここで、countryname は国番号 、localityname は市、COMPANY は会社名、
CLUS_UUID は証明書の名前です。

4

CA キーと CA 証明書を使ってクライアント証明書を生成します。CP サーバーから
このコマンドを実行します。
# /usr/bin/openssl x509 -req -days days -in
client_192.168.1.201.csr¥
-CA /var/VRTScps/security/certs/ca.crt -CAkey¥
/var/VRTScps/security/keys/ca.key -set_serial 01 -out
client_192.168.10.1.crt

ここで、days は希望する証明書の有効日数、192.168.1.201 は CP サーバーの
VIP または PQHN です。
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5

クライアントキー、クライアント証明書、CA 証明書を各クライアントノードの次の場所
にコピーします。
クライアントキーは /var/VRTSvxfen/security/keys/client_private.key
にコピーします。クライアントはすべてのクライアントノードで共通なので一度だけし
か生成する必要はありません。
クライアント証明書を
/var/VRTSvxfen/security/certs/client_192.168.1.201.crt にコピーしま

す。
CA 証明書を /var/VRTSvxfen/security/certs/ca_192.168.1.201.crt に
コピーします。
メモ: 証明書とキーをすべてのノードのこの手順で示した場所にコピーします。

6

クライアントノードが FQHN またはホスト名を使用して CP サーバーにアクセスする
必要がある場合は、生成した証明書のコピーを作成し、VIP を FQHN またはホスト
名で置き換えます。これらの証明書をすべてのノードにコピーするようにしてくださ
い。

7

すべての CP サーバーに対して同じ手順を行います。

8

各クライアントノードにキーと証明書をコピーしたら、CP サーバーのクライアントキー
およびクライアント証明書を削除します。

VCS クラスタ上での手動によるサーバーベースのフェンシングの設定
CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うようにクライアントまたはVCS クラス
タを設定するには、/etc/vxfenmode ファイルを編集する必要があります。
このファイルを編集して、設定に関する次の情報を指定する必要があります。
■

フェンシングモード

■

フェンシング機構

■

フェンシングのディスクポリシー（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

CP サーバー（1 つまたは複数）

■

コーディネータディスクグループ（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

コーディネーションポイントの順序設定
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メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクがコーディネーションポイントとして使
われる場合は常に、ディスクグループ（vxfencoorddg）を作成する必要があります。この
ディスクグループを /etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。
p.285 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照してください。
カスタマイズされたフェンシングフレームワークによって /etc/vxfentab ファイルも生成
されます。このファイルには、コーディネーションポイント（/etc/vxfenmode ファイルに指
定されているディスクグループ内のすべての CP サーバーとディスク）が含まれています。
VCS クラスタ上でサーバーベースのフェンシングを手動で設定するには

1

テキストエディタを使って、クラスタの各ノードで次のファイルを編集します。
/etc/sysconfig/vxfen
VXFEN_START および VXFEN_STOP 環境変数の値を 1 に変更する必要があります。

2

テキストエディタを使って、設定の仕様を満たすように /etc/vxfenmode ファイルの
値を編集します。
■

サーバー型のフェンシング設定がその唯一のコーディネーションポイントとして
単一の高可用性 CP サーバーを使う場合は、必ず /etc/vxfenmode ファイル
に single_cp=1 エントリを追加してください。

■

ネットワーク分割のシナリオ中、vxfen モジュールがコーディネーションポイント
を特定の順序で使うようにする場合は、vxfen_honor_cp_order の値を 1 に設
定します。デフォルトではこのパラメータは無効です。

次のファイルの出力例に、/etc/vxfenmode ファイルの内容が示されています。
p.296 の 「サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファイルのサ
ンプル」 を参照してください。

3

/etc/vxfenmode ファイルを編集した後、vxfen init スクリプトを実行してフェンシン

グを開始します。
次に例を示します。
# /etc/init.d/vxfen start

サーバーベースのフェンシング用に出力される vxfenmode ファイ
ルのサンプル
次は、サーバーベースのフェンシング用 vxfenmode サンプルファイルです。

#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
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#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
# vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
# fencing that should be used.
#
# available options:
# cps
- use a coordination point server with optional script
#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O fencing
# communicates with the coordination disks. This field is
# required only if customized coordinator disks are being used.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
#
scsi3_disk_policy=dmp
#
# security parameter is deprecated release 6.1 onwards
# since communication with CP server will always happen
# over HTTPS which is inherently secure. In pre-6.1 releases,
# it was used to configure secure communication to the
# cp server using VxAT (Veritas Authentication Service)
# available options:
# 0 - don't use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
# 1 - use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
security=1
#
# vxfen_honor_cp_order determines the order in which vxfen
# should use the coordination points specified in this file.
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#
#
#
#
#
#
#
#
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available options:
0 - vxfen uses a sorted list of coordination points specified
in this file,
the order in which coordination points are specified does not matter.
(default)
1 - vxfen uses the coordination points in the same order they are
specified in this file

# Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
# each one in its own line. They can be all-CP servers,
# all-SCSI-3 compliant coordinator disks, or a combination of
# CP servers and SCSI-3 compliant coordinator disks.
# Please ensure that the CP server coordination points
# are numbered sequentially and in the same order
# on all the cluster nodes.
#
# Coordination Point Server(CPS) is specified as follows:
#
# cps<number>=[<vip/vhn>]:<port>
#
# If a CPS supports multiple virtual IPs or virtual hostnames
# over different subnets, all of the IPs/names can be specified
# in a comma separated list as follows:
#
# cps<number>=[<vip_1/vhn_1>]:<port_1>,[<vip_2/vhn_2>]:<port_2>,
...,[<vip_n/vhn_n>]:<port_n>
#
# Where,
# <number>
# is the serial number of the CPS as a coordination point; must
# start with 1.
# <vip>
# is the virtual IP address of the CPS, must be specified in
# square brackets ("[]").
# <vhn>
# is the virtual hostname of the CPS, must be specified in square
# brackets ("[]").
# <port>
# is the port number bound to a particular <vip/vhn> of the CPS.
# It is optional to specify a <port>. However, if specified, it
# must follow a colon (":") after <vip/vhn>. If not specified, the
# colon (":") must not exist after <vip/vhn>.
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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For all the <vip/vhn>s which do not have a specified <port>,
a default port can be specified as follows:
port=<default_port>
Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for
which a <port> is not specified. In other words, specifying
<port> with a <vip/vhn> overrides the <default_port> for that
<vip/vhn>. If the <default_port> is not specified, and there
are <vip/vhn>s for which <port> is not specified, then port
number 14250 will be used for such <vip/vhn>s.
Example of specifying CP Servers to be used as coordination points:
port=57777
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,[cps1.company.com]
cps2=[192.168.0.25]
cps3=[cps2.company.com]:59999
In the above example,
- port 58888 will be used for vip [192.168.0.24]
- port 59999 will be used for vhn [cps2.company.com], and
- default port 57777 will be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
- if default port 57777 were not specified, port 14250
would be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
vxfendg=<coordinator disk group name>
Example:
vxfendg=vxfencoorddg
Examples of different configurations:
1. All CP server coordination points
cps1=
cps2=
cps3=
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
coordinator disks
cps1=
vxfendg=
Note: The disk group specified in this case should have two disks
3. All SCSI-3 coordinator disks
vxfendg=
Note: The disk group specified in case should have three disks
cps1=[cps1.company.com]
cps2=[cps2.company.com]
cps3=[cps3.company.com]
port=443

表 18-4 には、編集する必要のある vxfenmode パラメータが定義されています。
表 18-4

vxfenmode ファイルのパラメータ

vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
vxfen_mode

フェンシングの動作モード。このパラメータは、「customized」に設
定する必要があります。

vxfen_mechanism

フェンシング機構。このパラメータは、フェンシングに使われる機構
を定義します。3 つのコーディネーションポイントのいずれかが CP
サーバーである場合は、このパラメータを「cps」に設定する必要が
あります。

scsi3_disk_policy

DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定する場合、
「dmp」にします。

メモ: 設定されたディスクポリシーはすべてのノードに適用されま
す。
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vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
security

リリース 6.1 以降で非推奨になりました。
CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信は本質的に安全
の HTTPS プロトコル上で起こるため、security パラメータはリリー
ス 6.1 以降で非推奨になりました。
6.1 以前のリリースでは、security パラメータは VxAT（Veritas
Authentication Service）オプションを使用して CP サーバーにセ
キュリティで保護された通信を設定するために使われていました。
オプションは次のとおりです。
■

■

cps1、cps2、vxfendg

0 - CP サーバーの通信に Veritas Authentication Service を
使わない
1 - CP サーバーの通信に Veritas Authentication Service を
使う

コーディネーションポイントのパラメータ。
CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは FQHN（アクセス可能など
ちらか）を入力します。
cps<number>=[virtual_ip_address/virtual_host_name]:port
ここで port はオプションです。ポートのデフォルト値は 443 です。
異なるサブネットに複数の仮想 IP アドレスまたはホスト名を設定し
た場合は、カンマで区切られた値で指定できます。次に例を示しま
す。
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,
[cps1.company.com]

メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクが使われる場
合は常に、ディスクグループ（vxfencoorddg）を作成し、それを
/etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。さらに、カス
タマイズされたフェンシングフレームワークによって、/etc/vxfentab
ファイルが生成されます。このファイルは、セキュリティの設定とコー
ディネーションポイント（/etc/vxfenmode ファイルに指定されている
ディスクグループ内のすべての CP サーバーとディスク）を指定し
ます。
port

CP サーバーがリスニングするデフォルトのポート。
それぞれの仮想 IP アドレスまたはホスト名にポート番号を指定しな
かった場合は、CP サーバーがそれぞれの仮想 IP アドレスまたは
ホスト名に使用するデフォルトのポート番号は 443 です。 このデ
フォルトのポート値はポートパラメータを使用して変更できます。
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vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
single_cp

single_cp パラメータの値 1 は、サーバー型のフェンシングが単一
の高可用性 CP サーバーをその唯一のコーディネーションポイント
として使うことを示します。
single_cp パラメータの値 0 は、サーバー型のフェンシングが少な
くとも 3 つのコーディネーションポイントを使うことを示します。

vxfen_honor_cp_order

値を 1 に設定すると、ネットワーク分割のシナリオ中、vxfen モジュー
ルはコーディネーションポイントを特定の順序で使います。
デフォルトではこのパラメータは無効です。デフォルト値は 0 です。

コーディネーションポイントを監視するための CoordPoint エージェント
の設定
次の手順は、コーディネーションポイントを監視するために CoordPoint エージェントを手
動で設定する方法を記述します。
CoordPoint エージェントは CP サーバーと SCSI-3 ディスクを監視できます。
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。
コーディネーションポイントを監視するために CoordPoint エージェントを設定するには

1

VCS クラスタが適切にインストールおよび設定されており、フェンシングが有効に
なっていることを確認します。

2

次のコマンドを使って、パラレルサービスグループ vxfen を作成し、coordpoint リ
ソースを vxfen サービスグループに追加します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

haconf -makerw
hagrp -add vxfen
hagrp -modify vxfen SystemList sys1 0 sys2 1
hagrp -modify vxfen AutoFailOver 0
hagrp -modify vxfen Parallel 1
hagrp -modify vxfen SourceFile "./main.cf"
hares -add coordpoint CoordPoint vxfen
hares -modify coordpoint FaultTolerance 0
hares -override coordpoint LevelTwoMonitorFreq
hares -modify coordpoint LevelTwoMonitorFreq 5
hares -modify coordpoint Enabled 1
haconf -dump -makero
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3

vxfen ディスクグループに Phantom リソースを設定します。

#
#
#
#

4

haconf -makerw
hares -add RES_phantom_vxfen Phantom vxfen
hares -modify RES_phantom_vxfen Enabled 1
haconf -dump -makero

hares コマンドを使って、VCS クラスタ 上のエージェントの状態を確認します。次に

例を示します。
# hares -state coordpoint

コマンドと出力の例を次に示します。
# hares -state coordpoint
# Resource
coordpoint
coordpoint

5

Attribute
State
State

System
Value
sys1
ONLINE
sys2
ONLINE

エージェントログを表示するために、エンジンログにアクセスします。エージェントロ
グはエンジンログに書き込まれます。
エージェントログには、CoordPoint エージェントの詳しい監視情報（CoordPoint
エージェントがすべてのコーディネーションポイントにアクセスできているかどうか、ど
のコーディネーションポイントで、CoordPoint エージェントがキーが見つからないこ
とを報告しているのかを確認するための情報など）が含まれています。
エンジンログのデバッグログを表示するには、次のコマンドを使って、そのノードの
dbg レベルを変更します。
# haconf -makerw
# hatype -modify Coordpoint LogDbg 10
# haconf -dump -makero

これで、次の場所でエージェントログを表示できます。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log
メモ: 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。
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サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証
以下に説明する手順に従って、サーバーベースの I/O フェンシングの設定を検証しま
す。
サーバーベースの I/O フェンシングの設定を検証するには

1

vxfenadm コマンドを実行して、I/O フェンシングの設定が成功したことを検証しま

す。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -d

メモ: サーバーベースの I/O フェンシングの設定の問題を解決するには、『Symantec
Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

2

vxfenconfig コマンドを実行して、I/O フェンシングが指定のコーディネーションポ

イントを使っていることを検証します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

出力に single_cp=1 が表示されている場合、アプリケーションクラスタで CP サー
バーがサーバーベースフェンシングの単一コーディネーションポイントとして使われ
ていることを示しています。

仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定
非 SCSI 3 PR 対応設定で I/O フェンシングを手動で設定するには

1

I/O フェンシングをコーディネーションポイントを使用しないマジョリティ型フェンシン
グモードまたはCP サーバーのみをコーディネーションポイントとして使用するサー
バー型フェンシングモードのいずれかに設定します。
p.289 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.310 の 「マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定 」 を参照してください。

2

VCS クラスタがオンラインになっていることを確認し、フェンシングモードがカスタマ
イズモードまたはマジョリティモードになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

3

クラスタ属性 UseFence が SCSI-3 に設定されていることを確認します。
# haclus -value UseFence
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4

各ノードで、次のように /etc/vxenviron ファイルを編集します。
data_disk_fencing=off

5

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

6

各ノードで、次のように /etc/vxfenmode ファイルを編集します。
loser_exit_delay=55
vxfen_script_timeout=25

/etc/vxfenmode ファイルの例を参照してください。

7

各ノードで、LLT sendhbcap タイマーパラメータ値を次のように設定します。
■

次のコマンドを実行します。
lltconfig -T sendhbcap:3000

■

変更が再ブート後も永続的であるように、/etc/llttab ファイルに次の行を追加しま
す。
set-timer senhbcap:3000

8

任意ノードで、次のように VCS 設定ファイルを編集します。
■

VCS 設定ファイルを書き込み可能にします。
# haconf -makerw

■

DiskGroup タイプのリソースごとに、MonitorReservation 属性の値を 0 に、
Reservation 属性の値を NONE に設定します。
# hares -modify <dg_resource> MonitorReservation 0
# hares -modify <dg_resource> Reservation "NONE"

■

次のコマンドを実行して値を確認します。
# hares -list Type=DiskGroup MonitorReservation!=0
# hares -list Type=DiskGroup Reservation!="NONE"

リソースが出力されないはずです。
■

タイプレベルで Reservation 属性のデフォルト値を修正します。
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# haattr -default DiskGroup Reservation "NONE"
■

VCS 設定ファイルを読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

9

VCS 設定ファイル main.cf の UseFence 属性が SCSI-3 に設定されていることを
確認します。

10 これらの VxFEN の変更を有効にするため、VxFEN と依存モジュールを停止して
から再起動します。
■

各ノードで、次のコマンドを実行して VCS を停止します。
# /etc/init.d/vcs stop

■

すべてのサービスがオフラインになった後に、次のコマンドを実行して VxFEN
を停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

■

各ノードで、次のコマンドを実行して VxFEN と VCS を起動します。
# /etc/init.d/vxfen start
# /etc/init.d/vcs start

非 SCSI-3 フェンシングのサンプル /etc/vxfenmode ファイル
#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
#
#
#
#
#

vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
fencing that should be used.
available options:
cps
- use a coordination point server with optional script
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#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O fencing
# communicates with the coordination disks. This field is
# required only if customized coordinator disks are being used.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
#
scsi3_disk_policy=dmp
#
#
#
#
#
#
#
#

Seconds for which the winning sub cluster waits to allow for the
losing subcluster to panic & drain I/Os. Useful in the absence of
SCSI3 based data disk fencing loser_exit_delay=55
Seconds for which vxfend process wait for a customized fencing
script to complete. Only used with vxfen_mode=customized
vxfen_script_timeout=25

# security parameter is deprecated release 6.1 onwards since
# communication with CP server will always happen over HTTPS
# which is inherently secure. In pre-6.1 releases, it was used
# to configure secure communication to the cp server using
# VxAT (Veritas Authentication Service) available options:
# 0 - don't use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
# 1 - use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
security=1
#
#
#
#
#
#
#
#
#

vxfen_honor_cp_order determines the order in which vxfen
should use the coordination points specified in this file.
available options:
0 - vxfen uses a sorted list of coordination points specified
in this file, the order in which coordination points are specified
does not matter.
(default)
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# 1 - vxfen uses the coordination points in the same order they are
#
specified in this file
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
each one in its own line. They can be all-CP servers, all-SCSI-3
compliant coordinator disks, or a combination of CP servers and
SCSI-3 compliant coordinator disks.
Please ensure that the CP server coordination points are
numbered sequentially and in the same order on all the cluster
nodes.
Coordination Point Server(CPS) is specified as follows:
cps<number>=[<vip/vhn>]:<port>
If a CPS supports multiple virtual IPs or virtual hostnames
over different subnets, all of the IPs/names can be specified
in a comma separated list as follows:
cps<number>=[<vip_1/vhn_1>]:<port_1>,[<vip_2/vhn_2>]:<port_2>,
...,[<vip_n/vhn_n>]:<port_n>
Where,
<number>
is the serial number of the CPS as a coordination point; must
start with 1.
<vip>
is the virtual IP address of the CPS, must be specified in
square brackets ("[]").
<vhn>
is the virtual hostname of the CPS, must be specified in square
brackets ("[]").
<port>
is the port number bound to a particular <vip/vhn> of the CPS.
It is optional to specify a <port>. However, if specified, it
must follow a colon (":") after <vip/vhn>. If not specified, the
colon (":") must not exist after <vip/vhn>.
For all the <vip/vhn>s which do not have a specified <port>,
a default port can be specified as follows:
port=<default_port>

308

第 18 章 データ整合性のためのクラスタの手動設定
仮想環境での非 SCSI-3 フェンシングの手動設定

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for which a
<port> is not specified. In other words, specifying <port> with a
<vip/vhn> overrides the <default_port> for that <vip/vhn>.
If the <default_port> is not specified, and there are <vip/vhn>s for
which <port> is not specified, then port number 14250 will be used
for such <vip/vhn>s.
Example of specifying CP Servers to be used as coordination points:
port=57777
cps1=[192.168.0.23],[192.168.0.24]:58888,[cps1.company.com]
cps2=[192.168.0.25]
cps3=[cps2.company.com]:59999
In the above example,
- port 58888 will be used for vip [192.168.0.24]
- port 59999 will be used for vhn [cps2.company.com], and
- default port 57777 will be used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
- if default port 57777 were not specified, port 14250 would be
used for all remaining <vip/vhn>s:
[192.168.0.23]
[cps1.company.com]
[192.168.0.25]
SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
vxfendg=<coordinator disk group name>
Example:
vxfendg=vxfencoorddg
Examples of different configurations:
1. All CP server coordination points
cps1=
cps2=
cps3=
2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
coordinator disks
cps1=
vxfendg=
Note: The disk group specified in this case should have two disks
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#
#
#
#
#
#
#
#

3. All SCSI-3 coordinator disks
vxfendg=
Note: The disk group specified in case should have three disks
cps1=[cps1.company.com]
cps2=[cps2.company.com]
cps3=[cps3.company.com]
port=443

マジョリティベースの I/O フェンシングの手動設定
表 18-5

に、I/O フェンシングの設定に含まれるタスクを示します。

タスク

参照

I/O フェンシングの設定ファイルの作成

「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修
正」
I/O フェンシング設定の確認

「I/O フェンシング設定の確認」

I/O フェンシングの設定ファイルの作成
I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

すべてのクラスタノードで、次のコマンドを実行します。
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_majority /etc/vxfenmode

2

更新された /etc/vxfenmode 設定を調べるためには、いずれかのノードで次のコマ
ンドを入力します。
# cat /etc/vxfenmode

3

クラスタ内の各ノードで次のファイルを編集し、環境変数 VXFEN_START と
VXFEN_STOP の値を 1 に変更します。
/etc/default/vxfen

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正
I/O フェンシングの設定が終了したら、VCS 設定ファイル
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に UseFence = SCSI3 クラスタ属性を追加します。
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この属性を UseFence = None にリセットすると、VCS はサービスグループのフェール
オーバー中に I/O フェンシング機能を使いません。ただし、I/O フェンシングは、それぞ
れ無効にする必要があります。
I/O フェンシングを有効にするために VCS 設定を修正するには

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

3

High Availability がクリーンな状態で停止されていることを確認し、gabconfig -a
を実行します。
コマンドの出力で、ポート h がないことを確認します。

4

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中の場合は停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

5

すべてのノードで main.cf ファイルのバックアップを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig

6

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集します。
クラスタ属性のリストを変更するには、UseFence 属性を追加し、その値に SCSI3
を割り当てます。
cluster clus1(
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

無効モードを除く任意のモードのフェンシング設定で、クラスタレベル属性 UseFence
の値は SCSI3 に設定されています。

7

ファイルを保存して閉じます。

8

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config
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9

rcp または他のユーティリティを使って、VCS 設定ファイルを sys1 などのノードから
残りのクラスタノードにコピーします。
たとえば、残りの各ノードで、次のように入力します。
# rcp sys1:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config

10 I/O フェンシングドライバと VCS を起動します。各ノードで次の手順を実行します。
■

I/O フェンシングドライバを起動します。
vxfen 起動スクリプトを実行すると、vxfen ドライバを設定する vxfenconfig コ
マンドも起動されます。
# /etc/init.d/vxfen start

■

main.cf が修正されるノードの VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

■

最初のノードの VCS が RUNNING 状態に達したら、他のすべてのノードの
VCS を開始します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

I/O フェンシング設定の確認
フェンシングモードが /etc/vxfenmode ファイルの設定を反映していることを、vxfenadm
出力から確認します。
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I/O フェンシング設定を確認するには
◆

いずれかのノードで次のように入力します。
# vxfenadm -d

フェンシングモードがマジョリティの場合は、次のような出力が表示されます。

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: MAJORITY
Cluster Members:
* 0 (sys1)
1 (sys2)
RFSM State Information:
node
0 in state
node
1 in state

8 (running)
8 (running)

過半数ベースのフェンシングのサンプル /etc/vxfenmode ファイル
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
available options:
scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
customized - use script based customized fencing
majority
- use majority based fencing
disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
vxfen_mode=majority
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配備サーバーを使った集中
型インストールの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

配備サーバーについて

■

配備サーバーの概要

■

配備サーバーのインストール

■

配備サーバーのセットアップ

■

配備の優先設定

■

非デフォルトリポジトリの場所の指定

■

最新リリースに関する情報のダウンロード

■

配備サーバーへのリリース情報とパッチのロード

■

利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード

■

リポジトリに格納されているリポジトリイメージの表示または削除

■

使用環境へのシマンテック製品の更新の配備

■

インストールしたリリースや、必要なアップグレードまたは更新を見つける

■

インストールバンドルの定義

■

インストールテンプレートの作成

■

シマンテックリリースの配備

■

プロキシサーバーを使用して配備サーバーを SORT に接続する
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配備サーバーについて
配備サーバーを使うと、中央の場所から SFHA リリースを簡単にインストールまたはアッ
プグレードできます。配備サーバーにより、複数のリリースイメージとパッチを中央の 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 オペレーティングシステ
ム（6.1 以降）のシステムに配備することができます。
メモ: バージョン 6.1 以降のスクリプトベースインストーラで、異なるオペレーティングシス
テムの 1 つのオペレーティングシステムノードからインストールできます。したがって、異
種プッシュインストールは 6.1 以降のリリースのみでサポートされます。
ターゲットシステムと同じオペレーティングシステムを実行しているシステムから、製品バー
ジョン 5.1、6.0、6.0.1 リリースのプッシュインストールを実行する必要があります。複数の
プラットフォームに対して製品バージョン 5.1、6.0、6.0.1 リリースのプッシュインストール
を実行するには、各オペレーティングシステムに別々の配備サーバーが必要です。
配備サーバーを使うと、表 19-1に記載されているように次の操作を実行できます。
表 19-1

配備サーバーの機能

機能

説明

リポジトリのイメージ
の管理

■

利用可能な SFHA リリースを表示します。

■

SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web サイトからリポ
ジトリにメンテナンスリリースとパッチリリースのイメージをダウンロードしま
す。
FileConnect と SORT からダウンロードされたリリースのイメージファイ
ルをリポジトリにロードします。
リポジトリに保存されたリリースのイメージファイルを表示したり、削除した
りします。

■

■

システムのバージョ
ンチェック

■

■

■

システムにインストールされているRPMとパッチを検出し、インストールさ
れている製品とバージョンについて通知します。
システムに対するベース、メンテナンス、パッチレベルのアップグレード
を識別して、メンテナンスリリースとパッチリリースをダウンロードします。
最新の更新については、SORT に問い合わせてください。
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機能

説明

システムのインストー ■
ルまたはアップグ
レード
■

■

■

■

ベースリリース、メンテナンスリリース、パッチレベルリリースをインストール
します。
サポート対象の UNIX または Linux オペレーティングシステムから、他
の任意のサポート対象の UNIX または Linux オペレーティングシステム
に SFHA をインストールします。
そのリリースに適用されるスクリプトベースのインストーラパッチを自動的
にロードします。
［インストールバンドルの定義/変更（Define/Modify Install Bundles）］メ
ニューで作成されたインストールバンドル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の作成（Create Install Templates）］メニュー
で作成されたインストールテンプレートをインストールします。

インストールバンドル 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存しま
の定義または変更 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。

メタデータの更新

ファイアウォールの背後にあるシステムに対し、リリースマトリックス更新、製
品インストーラ更新をダウンロードして、ロードします。
このプロセスは、配備サーバーをインターネットに接続すると自動実行され
ます。手動で開始することもできます。配備サーバーがインターネットに接続
されていない場合は、［メタデータの更新（Update Metadata）］オプションを
使って最新のメタデータをアップロードします。

ユーザー設定を設
定する

プログラム設定を定義またはリセットします。

プロキシサーバーを 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使って、
使った配備サー
配備サーバーを SORT（Symantec Operations Readiness Tools）Web
バーと SORT の接 サイトに接続します。
続

メモ: 配備サーバーはコマンドラインからのみ利用可能です。Web ベースインストーラで
は配備サーバーを利用できません。

メモ: この章で使われている出力例の多くは、Red Hat Enterprise Linux をベースとして
います。
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配備サーバーの概要
配備サーバーを入手してインストールし、中央リポジトリを定義すると、そのリポジトリから
配備の管理を開始できます。 配備サーバーにバージョン 5.1 にさかのぼってシマンテッ
ク製品の製品イメージをロードし、格納できます。配備サーバーは製品の更新を格納、管
理する集中管理インストールサーバーです。
リポジトリの設定と管理には次のタスクがあります。
■

配備サーバーをインストールします。
p.318 の 「配備サーバーのインストール」 を参照してください。

■

配備サーバーのセットアップ
p.319 の 「配備サーバーのセットアップ」 を参照してください。

■

インストールした製品や、必要なアップグレードまたは更新を見つける
p.326 の 「利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード」 を参照してくださ
い。

■

配備サーバーにリリースイメージを追加する
p.326 の 「利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード」 を参照してくださ
い。

■

配備サーバーからリリースイメージを削除する
p.332 の 「リポジトリに格納されているリポジトリイメージの表示または削除」 を参照して
ください。

■

2 つ以上のリリースのバンドルを手動でインストールまたはアップグレードするための
インストールバンドルを定義または変更する
p.337 の 「インストールバンドルの定義」 を参照してください。

■

別のシステムにレプリケートするインストール済みコンポーネントをシステム上で検出
するためのインストールテンプレートを作成する
p.342 の 「インストールテンプレートの作成」 を参照してください。

後でリポジトリを設定するときに、配備サーバーを使って環境の他のシステムにシマンテッ
ク製品を配備できます。
p.334 の 「使用環境へのシマンテック製品の更新の配備」 を参照してください。
p.344 の 「シマンテックリリースの配備」 を参照してください。

配備サーバーのインストール
配備サーバーは次のいずれかの方法で取得可能です。
■

配備サーバーを手動でインストールする。
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■

Symantec 6.2 製品を少なくとも 1 つインストールした後に配備サーバーを実行す
る。

メモ: VRTSperl と VRTSsfcpi<version>RPM はすべての SF（Storage Foundation）
製品に含まれているため、いずれかの Symantec 6.2 製品をインストールすると配備サー
バーにアクセスすることができます。
Symantec 6.2 製品をインストールしないで配備サーバーを手動でインストールするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

インストールメディアをマウントします。
p.75 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

ディスクの最上位ディレクトリに移動します。
# cd /mnt/cdrom/dist_arch

dist は rhel6、rhel7、sles11 であり、arch は RHEL と SLES の場合は x86_64 で
す。

4

次のディレクトリに移動します。
# cd rpms

5

次のコマンドを実行して、VRTSperl および VRTSsfcpi<version>RPM をインス
トールします。
# rpm -ivh VRTSperl*.rpm VRTSsfcpi<version>*.rpm

配備サーバーを実行するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

次のディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTS/install

3

配備サーバーを実行します。
# ./deploy_sfha

配備サーバーのセットアップ
専用の配備サーバーを作成して製品の更新を管理することを推奨します。
配備サーバーは次のタスクを行う場合に有用です。
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■

中央リポジトリのディレクトリにシマンテック社から取得した最新のアップグレードと更
新のリリースイメージを保存する

■

中央リポジトリ内部に保存したリリースイメージにアクセスして、システムを直接インス
トールして更新する

■

2 つ以上のリリースのバンドルを配備するためのインストールバンドルを定義または変
更する

■

別の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システム上で検
出する

■

配備サーバーからサポート対象の任意のプラットフォームが実行されているシステム
にシマンテック社製品をインストールする

■

リポジトリのディレクトリにファイル共有を作成し、サポート対象プラットフォームを実行
するシステムの中央管理場所で最新のシマンテック製品とアップデートをインストール
する

配備サーバーに中央リポジトリを作成して、次のタイプのシマンテックリリースを保存して
管理します。
■

ベースリリース。このメジャーリリースとマイナーリリースはすべてのシマンテック製品で
利用可能です。 新しい機能がある場合は FileConnect からダウンロードできます。

■

保守リリース。 このリリースはすべてのシマンテック製品に利用可能です。 バグ修正
と限られた数の新機能を含み、SORT（Symantec Operations Readiness Tools）
Web サイトからダウンロードできます。

■

パッチ。これらのリリースは特定の製品の修正を含み、SORT Web サイトからダウン
ロードできます。

メモ: すべてのベースリリースとメンテナンスリリースは、リリースに含まれるインストールス
クリプトを使って配備できます。6.0.1 より前のバージョンでは、パッチは手動でインストー
ルされました。6.0.1 リリース以降では、パッチリリースにインストールスクリプトが含まれて
います。
インターネットアクセスの有無にかかわらず、配備サーバーをセットアップできます。
■

インターネットにアクセスしている配備サーバーをセットアップする場合は、メンテナン
スリリースとパッチをシマンテック社のサイトから直接ダウンロードできます。ダウンロー
ド後に、システムに配備できます。
「インターネットにアクセスしている配備サーバーのセットアップ」

■

インターネットへのアクセスを持たない配備サーバーをセットアップする場合は、イン
ターネットにアクセスしている別のシステムでメンテナンスリリースとパッチをシマンテッ
ク社のサイトからダウンロードできます。ダウンロード後に、配備サーバーに個別にイ
メージをロードできます。
「インターネットにアクセスしていない配備サーバーのセットアップ」
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インターネットにアクセスしている配備サーバーのセットアップ
図 19-1 に、配備サーバーを使ってシマンテック社のサイトから製品イメージを直接ダウ
ンロードできる配備サーバーを示します。
インターネットにアクセスしている配備サーバーの例

図 19-1

Symantec
FileConnect/SORT

リポジトリ
リリース
イメージと
メタデー
タのダウン
ロード

リリース
イメージ

インター
ネット
配備サーバー

ダイレク
トインス
トール

プッシュイン
ストール

インターネットにアクセスしていない配備サーバーのセットアップ
図 19-2 に、インターネットにアクセスしていない配備サーバーを示します。このシナリオ
では、リリースイメージとメタデータの更新は別のシステムからダウンロードします。ダウン
ロード後に、配備サーバーに利用可能なファイルの場所にコピーしてロードします。
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インターネットにアクセスしていない配備サーバーの例

図 19-2

ファイアウォール外

ファイアウォール内
リポジトリ

Symantec
FileConnect/SORT
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ネット
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配備サーバー
ダイレク
トインス
トール

プッシュ
インストール

ベースリリースのリリースイメージファイルは、FileConnect から手動でダウンロードして、
同様な方法でロードする必要があります。

配備の優先設定
バージョン 5.1 にさかのぼって製品の配備を管理する優先設定を指定できます。
メモ: 配備サーバーの用語と使用の詳細を参照するには、オプション U（用語と使用方
法）を選択します。

第 19 章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行
配備の優先設定

配備の優先設定を指定するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション S の Set Preferences を選択します。
次の出力を確認します。
Current Preferences:
Repository
Selected Platforms
Save Tar Files

/opt/VRTS/repository
N/A
N/A

Preference List:
1)
2)
3)
b)

Repository
Selected Platforms
Save Tar Files
Back to previous menu

Select a preference to set: [1-3,b,q,?]

3

次のいずれかを実行します。
■

デフォルトのリポジトリを設定するには、1 と入力します。次に、ダウンロードを格
納するリポジトリの名前を入力します。 たとえば、次のように入力します。
/opt/VRTS/install/ProductDownloads

指定したリポジトリに以前のリポジトリを置換した場合は、インストーラは新しいリ
ポジトリにファイルをすべて移動するかどうかを確認するメッセージを表示します。
新しいリポジトリにファイルを移動する場合は、y と入力します。
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■

プラットフォームを追加または削除するには、2 を入力します。プラットフォームの
追加または削除に関する選択項目が表示されます。単一プラットフォームが削
除されると、そのプラットフォームは N/A になり、定義されていない状態になりま
す。デフォルトでは、すべてのプラットフォームが選択されています。プラットフォー
ムの追加または削除を選択すると、そのプラットフォームがユーザー設定ファイ
ルに対して追加または削除され、ユーザー設定のプラットフォームが更新されま
す。
定義されているプラットフォームが 1 つのみの場合は、プラットフォーム、アーキ
テクチャ、配布、バージョン選択メニューは表示されません。

■

tar ファイルを保存または削除するオプションを設定するには、3 と入力します。
tar ファイルを展開した後で保存する場合はプロンプトで y と入力します。 tar
ファイルを展開した後で削除する場合は、n と入力します。
デフォルトでは、インストーラはリリースを展開した後で tar ファイルを削除しませ
ん。

非デフォルトリポジトリの場所の指定
コマンドラインオプションを使用してシステム環境設定内に設定されているデフォルト以
外のリポジトリの場所を指定することができます。コマンドラインオプションは主に、異なる
リポジトリの場所からリリースイメージをインストールするために使用されます。 コマンドラ
インオプションの使用時に、指定されたリポジトリフォルダがスクリプトの実行時にデフォル
トの代わりに使用されます。コマンドラインオプションを使用しても、［プレファレンス設定
（Set Preference）］メニュー項目によって設定されるリポジトリ優先は上書きされません。
メモ: 非デフォルトリポジトリを指定する場合に許可される操作は、リポジトリ（View/Remove
Repository）を表示することと、そのリポジトリを使って別のシステムでインストールまたは
アップグレード（Install/Upgrade Systems）を行うことのみです。
コマンドラインオプションを使用して非デフォルトのリポジトリの場所を指定するには
◆

コマンドラインで、非デフォルトのリポジトリの場所を指定するには、次を入力します。
# ./deploy_sfha -repository repository_path

ここでは repository_path がリポジトリの場所です。

最新リリースに関する情報のダウンロード
最新リリースに関する情報が含まれた .tar ファイルを取得するには、次のいずれかの方
法を使います。
■

SORT Web サイトからコピーをダウンロードする。
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■
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インターネットにアクセスできるシステムから配備サーバーを実行する。

SORT Web サイトからコピーをダウンロードしてデータファイルを取得するには

1

次の SORT サイトから .tar ファイルをダウンロードします。
https://sort.symantec.com/support/related_links/offline-release-updates

2

deploy_sfha.tar [Download] をクリックして、ファイルをデスクトップに保存します。

インターネットにアクセスできるシステムから配備サーバーを実行して、データファイルを
取得するには

1

配備サーバーを実行します。次を入力します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

2

M、［メタデータの更新］オプションを選択します。
次の出力を確認します。

The Update Metadata option is used to load release matrix updates on to systems that do
not have an Internet connection with SORT (https://sort.symantec.com). Your system has a
connection with SORT and is able to receive updates. No action is necessary unless you
would like to create a file to update another Deployment Server system.
1)
2)
b)

Download release matrix updates and installer patches
Load an update tar file
Back to previous menu

Select the option: [1-2,b,q,?]

3

1、［リリースマトリクス更新とインストーラパッチのダウンロード］オプションを選択しま
す。

配備サーバーへのリリース情報とパッチのロード
この手順のインターネット対応システムとは、deploy_sfha.tar ファイルをダウンロード
したシステムです。
p.324 の 「最新リリースに関する情報のダウンロード」 を参照してください。

第 19 章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行
利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード

リリース情報とパッチを配備サーバーにロードするには

1

インターネット対応システムで、配備サーバーからアクセスできる場所にダウンロード
した deploy_sfha.tar ファイルをコピーします。

2

配備サーバーで、インストールディレクトリに変更します。 たとえば、次のように入力
します。
# cd /opt/VRTS/install/

3

配備サーバーを実行します。次を入力します。
# ./deploy_sfha

4

オプション［M］、［メタデータの更新（Update Metadata）］を選択し、オプション［2］、
［更新 tar ファイルのロード（Load an update tar file）］を選択します。
deploy_sfha.tar ファイルの場所を入力します（インストーラで「meta-data tar file」
を呼び出します）。
Enter the location of the meta-data tar file: [b]
(/opt/VRTS/install/deploy_sfha.tar)

たとえば、次のように meta-data tar ファイルの場所を入力します。
/tmp/deploy_sfha.tar

利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード
配備サーバーを使うと、利用可能なリリースイメージを簡単に表示またはダウンロードして
環境の他のシステムに配備できます。
メモ: インターネットにアクセスできる場合は、SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）と通信すると最新のリリース情報を取得できます。 インターネットにアクセスできな
い場合は、静的リリース表のファイルを参照するので最新の更新が含まれない場合があ
ります。
p.325 の 「配備サーバーへのリリース情報とパッチのロード」 を参照してください。
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利用可能なリリースイメージを表示またはダウンロードするには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション R の ［Manage Repository Images］ を選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

View/Download Available Releases
View/Remove Repository Images
Load a Release Image
Back to previous menu

Select the option you would like to perform [1-3,b,q,?]
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オプション 1 の ［View/Download Available Releases］ を選択して現在、システム
にインストールできるものを表示またはダウンロードします。
プラットフォームとリリースのリストを確認します。
To view or download available releases, the platform type and release
level type must be selected.
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
b)

AIX 5.3
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
RHEL7 x86_64
SLES11 x86_64
Solaris 10 Sparc
Solaris 11 Sparc
Back to previous menu

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

AIX 6.1
HP-UX 11.31
RHEL6 x86_64
SLES10 x86_64
Solaris 9 Sparc
Solaris 10 x64
Solaris 11 x64

Select the platform of the release to view/download [1-14,b,q]

4

リリースイメージの情報を取得するリリースを選択します。必要なプラットフォームを入
力します。
シマンテックリリースの選択肢を確認します。
1)
2)
3)
b)

Base
Maintenance
Patch
Back to previous menu

Select the level of the <platform> releases to view/download
[1-3,b,q,?]

5

表示するリリースのタイプ（ベース、メンテナンス、パッチ）に相当する数値を選択しま
す。
ダウンロード可能なリリースのリストを確認します。

Available Maintenance releases for rhel6_x86_64:
release_version SORT_release_name
DL OBS AI rel_date
size_KB
============================================================================
5.1SP1PR2RP2
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR2RP2 - Y
Y 2011-09-28 145611
5.1SP1PR2RP3
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR2RP3 - Y
Y 2012-10-02 153924
5.1SP1PR2RP4
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR2RP4 - Y 2013-08-21 186859
5.1SP1PR3RP2
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR3RP2 - Y
Y 2011-09-28 145611
5.1SP1PR3RP3
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR3RP3 - Y
Y 2012-10-02 153924
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5.1SP1PR3RP4
sfha-rhel6_x86_64-5.1SP1PR3RP4 6.0RP1
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1
6.0.3
sfha-rhel6_x86_64-6.0.3
6.0.5
sfha-rhel6_x86_64-6.0.5
6.1.1
sfha-rhel6_x86_64-6.1.1
Enter the release_version to view details about a
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Y 2013-08-21 186859
Y 2012-03-22 210076
Y
Y 2013-02-01 212845
Y 2014-04-15 199143
Y 2014-07-24 208028
release or press 'Enter' to continue [b,q,?]

次に、列ヘッダーの説明を示します。
■

release_version: リリースのバージョン

■

SORT_release_name: SORT（https://sort.symantec.com）にアクセスする場
合に使われるリリースの名前です。

■

DL: リリースがリポジトリにあることを示すインジケータ

■

OBS: リリースがこれ以降の別のリリースで廃止されたことを示すインジケータ

■

AI: リリースのインストール機能がスクリプトに記述されていることを示すインジケー
タ。すべてのベースリリースと保守リリースには自動インストール機能があります。
自動インストール機能を備えたパッチリリースは、バージョン 6.1 以降で利用で
きます。それ以外のリリースでは、パッチを手動でインストールする必要がありま
す。

■

rel_date: リリースが利用可能な日付

■

size_KB: リリースのファイルサイズ（KB）
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リリースの詳細を表示するには、リリースバージョンを入力します。 たとえば、次のよ
うに入力します。
6.0.3

次の出力を確認します。

release_version: 6.0.3
release_name: sfha-rhel6_x86_64-6.0.3
release_type: MR
release_date: 2013-02-01
downloaded: Y
install_path: rhel6_x86_64/installmr
upload_location: ftp://ftp.veritas.com/pub/support/patchcentral
/Linux/6.0.3/sfha/sfha-rhel6_x86_64-6.0.3-patches.tar.gz
obsoletes: 6.0.1.200-fs,6.0.1.200-vm,6.0.1.300-fs
obsoleted_by: None
Would you like to download this Maintenance Release? [y,n,q] (y) n
Enter the release_version to view the details about a release or press
'Enter' to continue [b,q,?]

第 19 章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行
利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード

7

331

詳しく確認する必要がない場合は、Enter を押します。
次の質問を確認します。
Would you like to download a rhel6_x86_64 Maintenance Release Image?
[y,n,q] (n) y

y を選択すると、現在リポジトリに存在しないすべてのリリースのメニューが表示され
ます。
1)

5.1SP1PR2RP2
2) 5.1SP1PR2RP3
3) 5.1SP1PR2RP4
4) 5.1SP1PR3RP2
5) 5.1SP1PR3RP3
6) 5.1SP1PR3RP4
7) 6.0RP1
8) 6.0.3
9) 6.0.5
10) 6.1.1
11) All non-obsoleted releases
12) All releases
b) Back to previous menu

Select the patch release to download, 'All non-obsoleted releases' to
download all non-obsoleted releases, or 'All releases' to download
all releases [1-5,b,q] 3

8

ダウンロードするリリースに相当する数値を選択します。 単一リリース、すべての廃
止されていないリリース、すべてのリリースをダウンロードできます。
選択したリリースイメージを配備サーバーにダウンロードします。

Downloading sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 from SORT - https://sort.symantec.com
Downloading 215118373 bytes (Total 215118373 bytes [205.15 MB]): 100%
Untarring sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 ........................................... Done
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 has been downloaded successfully.

9

メニューでオプション 2 の［View/Remove Repository Images］を選択し、メッセー
ジに従ってリリースイメージがロードされることを確認します。
p.326 の 「利用可能なリリースイメージの表示またはダウンロード」 を参照してくださ
い。
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リポジトリに格納されているリポジトリイメージの表示ま
たは削除
配備サーバーを使用して、リポジトリに格納されるリリースイメージを表示または削除する
ことができます。
リポジトリに格納されるリリースイメージを表示または削除するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション R の ［Manage Repository Images］ を選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

View/Download Available Releases
View/Remove Repository Images
Load a Release Image
Back to previous menu

Select the option you would like to perform [1-3,b,q,?]
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3

オプション 2 の ［View/Remove Repository Images］を選択して、現在システムに
インストールされているリリースイメージを表示または削除します。
プラットフォームに対応するベース、メンテナンス、パッチリリースをダウンロードした
場合は、そのプラットフォームとリリースレベルのリストが表示されます。
To view or remove repository images, the platform type and
release level type must be selected.
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
b)

AIX 5.3
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
RHEL7 x86_64
SLES11 x86_64
Solaris 10 Sparc
Solaris 11 Sparc
Back to previous menu

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

AIX 6.1
HP-UX 11.31
RHEL6 x86_64
SLES10 x86_64
Solaris 9 Sparc
Solaris 10 x64
Solaris 11 x64

Select the platform of the release to view/remove [1-14,b,q]

4

リリースイメージの情報を取得するリリースを選択します。必要なプラットフォームを入
力します。
対応するベース、メンテナンス、パッチリリースをダウンロードした場合、シマンテック
リリースレベルのオプションが表示されます。
1)
2)
3)
b)

Base
Maintenance
Patch
Back to previous menu

Select the level of the <platform> releases to view/remove
[1-3,b,q]

5

表示または削除するリリースのタイプ（ベース、メンテナンス、パッチ）に相当する数
値を選択します。
リポジトリに格納されるリリースのリストが表示されます。
Stored Repository Releases:
release_version SORT_release_name
OBS AI
================================================
6.0RP1
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1 Y
6.0.3
sfha-rhel6_x86_64-6.0.3
Y
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リポジトリに格納されるリリースイメージの詳細を表示するには、そのリリースバージョ
ンを入力します。たとえば、次のように入力します。
6.0.3

7

詳しく確認する必要がない場合は、Enter を押します。
次の質問を確認します。

Would you like to remove a rhel6_x86_64 Maintenance Release Image?
[y,n,q] (n) y

y を選択すると、選択したプラットフォームおよびリリースレベルと一致する、リポジト
リに格納されているすべてのリリースのメニューが表示されます。

1)
2)
b)

6.0RP1
6.0.3
Back to previous menu

Select the patch release to remove [1-2,b,q] 1

8

削除するリリースバージョンに対応する番号を入力します。
リリースイメージが配備サーバーから削除されます。

Removing sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1-patches ..................... Done
sfha-rhel6_x86_64-6.0RP1-patches has been removed successfully.

使用環境へのシマンテック製品の更新の配備
配備サーバーを使うと、次のように、使用環境内のシステムにリリースイメージを配備でき
ます。
■

配備するものが分からない場合は、バージョンチェックを実行します。 バージョンチェッ
クを実行すると、システムにシマンテック製品をインストールしているかどうかが分かり
ます。 パッチと保守リリースを提示し、更新をインストールするオプションを表示しま
す。
p.335 の 「インストールしたリリースや、必要なアップグレードまたは更新を見つける」
を参照してください。

■

システムに配備する更新を把握している場合は、システムのインストール/アップグレー
ドスクリプトを使って特定のシマンテックリリースを配備します。
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p.344 の 「シマンテックリリースの配備」 を参照してください。

インストールしたリリースや、必要なアップグレードまた
は更新を見つける
［バージョンチェック（Version Check）］オプションを使って、配備する必要があるシマン
テック製品を判断します。［バージョンチェック（Version Check）］オプションは、すでにイ
ンストールしているリリースが分からない場合や、利用可能なリリースについて確認する場
合に有用です。
［バージョンチェック（Version Check）］オプションには次の情報が含まれます。
■

インストール済み製品とそのバージョン（ベースリリース、メンテナンスリリース、パッチ）

■

インストール済み RPM（必須とオプション）

■

システムにインストールされているバージョンに関連する利用可能なリリース（ベースリ
リース、メンテナンスリリース、パッチ）

配備するシマンテック製品の更新を判断するには

1

配備サーバーを起動します。たとえば、次のように入力します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

オプション V の ［Version Check Systems］ を選択します。
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3

プロンプトで、調べるシステムのシステム名を入力します。 たとえば、次のように入力
します。
sys1

インストール済み RPM の出力を確認します（必須、オプション、不明）。
ダウンロード可能なリリースのリストを確認します。
Available Base Releases for Veritas Storage Foundation HA 6.0.1:

release_version SORT_release_name
DL rel_date
size_KB
==============================================================
6.0.2
sfha-rhel6_x86_64-6.0.2 - 2012-10-22 985909
6.1
sfha-rhel6_x86_64-6.1
Y 2013-12-02 1047939
Available Maintenance Releases for Veritas Storage Foundation HA 6.0.1:
release_version SORT_release_name
DL OBS AI rel_date
size_KB
=====================================================================
6.0.3
sfha-rhel6_x86_64-6.0.3 - Y
- 2013-02-01 212845
6.0.5
sfha-rhel6_x86_64-6.0.5 Y - 2014-04-15 199143
6.1.1
sfha-rhel6_x86_64-6.1.1 - - 2014-07-24 208028
Available Patches for Veritas Storage Foundation HA 6.0.1:
release_version SORT_release_name
DL OBS AI rel_date
size_KB
========================================================================
6.0.1.200-vm
vm-rhel6_x86_64-6.0.1.200 - Y
- 2012-10-10 21359
6.0.1.300-fs
fs-rhel6_x86_64-6.0.1.300a - Y
- 2012-12-20 7601
Would you like to download the available Maintenance or Patch releases that
cannot be found in the repository? [y,n,q] (n)

4

利用可能なメンテナンスリリースまたはパッチをダウンロードする場合は、y と入力し
ます。

5

ダウンロードしたリリースのデフォルトリポジトリを設定していない場合は、インストーラ
にディレクトリに関するメッセージが表示されます(［Set Preferences］を選択してデ
フォルトのリポジトリを設定することもできます)。
p.322 の 「配備の優先設定」 を参照してください。

6

ダウンロードする製品のオプションを選択します。

インストーラは、指定したリリースをダウンロードしてリポジトリに格納します。
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インストールバンドルの定義
インストールバンドルを使うと、最新のベースリリース、メンテナンスリリース、パッチリリース
をシステムに直接インストールできます。インストールバンドルは、バンドル化して、1 回の
操作でインストールやアップグレードを行うことができるベースリリース、メンテナンスリリー
ス、パッチリリースの組み合わせです。
メモ: インストールバンドルを定義できるのはバージョン 6.1 以降のみです。このルールの
例外は、ベースリリース 6.0.1、6.0.2、6.0.4 以降にメンテナンスリリース 6.0.5 以降を組
み合わせた場合です。
インストールバンドルを定義するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

B、［インストールバンドルの定義/変更］オプションを選択します。
最初に入力したときは、次の出力が表示されます。
Select a Task:
1)
b)

Create a new Install Bundle
Back to previous menu

Select the task you would like to perform [1-1,b,q]
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1、［新しいインストールバンドルの作成］ オプションを選択します。
次の出力を確認します。
Enter the name of the Install Bundle you would like to define:
{press [Enter] to go back)

たとえば、次のように入力した場合、
rhel605

次の出力を確認します。
To create an Install Bundle, the platform type must be selected:
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
b)

AIX 5.3
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
RHEL7 x86_64
SLES11 x86_64
Solaris 10 Sparc
Solaris 11 Sparc
Back to previous menu

2)
4)
6)
8)
10)
12)
14)

AIX 6.1
HP-UX 11.31
RHEL6 x86_64
SLES10 x86_64
Solaris 9 Sparc
Solaris 10 x64
Solaris 11 x64

Select the platform of the release for the Install Bundle rhel605:
[1-14,b,q]
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インストールバンドルに含めるプラットフォームに対応する数字を選択します。たとえ
ば、RHEL5 x86_64 リリースに対応する数字の 5 を選択します。
次の出力を確認します。
Details of the Install Bundle: rhel605
Install Bundle Name
Platform
Base Release
Maintenance Release
Patch Releases
1)
2)
3)
4)
b)

rhel605
RHEL5 x86_64
N/A
N/A
N/A

Add a Base Release
Add a Maintenance Release
Add a Patch Release
Change Install Bundle Name
Back to previous menu

Select an action to perform on the Install Bundle rhel605 [1-4,b,q]

5

1、［ベースリリースの追加］ オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

6.0.1
6.0.2
6.1
Back to previous menu

Select the Base Release version to add to the Install Bundle rhel605
[1-3,b,q]
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1、［6.0.1］オプションを選択します。
次の出力を確認します。

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 6.2 Deployment Server Program
pilotlnx11
Details of the Install Bundle: rhel605
Install Bundle Name
Platform
Base Release
Maintenance Release
Patch Releases
1)
2)
3)
4)
b)

rhel605
RHEL5 x86_64
6.0.1
N/A
N/A

Remove Base Release 6.0.1
Add a Maintenance Release
Add a Patch Release
Change Install Bundle Name
Back to previous menu

Select an action to perform on the Install Bundle rhel605 [1-4,b,q]

7

2、［メインテナンスリリースの追加］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1)
b)

6.0.5
Back to previous menu

Select the Maintenance Release version to add to the Install Bundle
rhel605 [1-1,b,q]
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1、［6.0.5］オプションを選択します。
次の出力を確認します。

Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions 6.2 Deployment Server Program
pilotlnx11
Details of the Install Bundle: rhel605
Install Bundle Name
Platform
Base Release
Maintenance Release
Patch Releases
1)
2)
3)
4)
5)
b)

rhel605
RHEL5 x86_64
6.0.1
6.0.5
N/A

Remove Base Release 6.0.1
Remove Maintenance Release 6.0.5
Add a Patch Release
Save Install Bundle rhel605
Change Install Bundle Name
Back to previous menu

Select an action to perform on the Install Bundle rhel605
[1-5,b,q]

9

4、［インストールバンドルの保存］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
Install Bundle rhel605 has been saved successfully
Press [Enter] to continue:

選択したオプションに対応するリリースがない場合は、この時点でリリースがないこと
示すメッセージが表示されます。続行するよう求められます。
必要なベースリリース、メンテナンスリリース、パッチリリースを選択した後で、インス
トールバンドルを保存することができます。
指定されたインストールバンドルがシステムに保存されます。I) ［システムのインストー
ル/アップグレード］ オプションを使ってインストールまたはアップグレードを実行する
場合は、指定したインストールバンドルをインストールオプションとして使うことができ
ます。
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インストールテンプレートの作成
インストールテンプレートを使用して、レプリケートするシステムにインストールされたコン
ポーネント（RPM、パッチ、製品、バージョン）を検出できます。インストールテンプレート
を使用して、それらと同じコンポーネントを他のシステムに自動的にインストールします。
インストールテンプレートを作成するには

1

配備サーバーを起動します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

2

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

3

オプション［T］、［インストールテンプレートの作成（Create Install Templates）］を選
択します。

4

次の出力を確認します。
Select a Task:
1)
b)

Create a new Install Template
Back to previous menu

Select the task you would like to perform [1-1,b,q]
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オプション［1］、［インストールテンプレートの新規作成（Create a new Install
Template）］を選択します。
次の出力を確認します。

Enter the system names separated by spaces for creating an Install Template:
(press [Enter] to go back)

たとえば、システム名として「rhel89202」と入力した場合、次の出力が表示されま
す。
Enter the system names separated by spaces for version checking: rhel89202
Checking communication on rhel89202 .............................................. Done
Checking installed products on rhel89202 ......................................... Done
Platform of rhel89202:
Linux RHEL 6.3 x86_64
Installed product(s) on rhel89202:
Symantec Storage Foundation Cluster File System HA - 6.1.1 - license vxkeyless
Product:
Symantec Storage Foundation Cluster File System HA - 6.1.1 - license vxkeyless
Packages:
Installed Required packages for Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1:
#PACKAGE
#VERSION
VRTSamf
6.1.1.000
VRTSaslapm
6.1.1.000
..........
.........
..........
.........
VRTSvxfs
6.1.1.000
VRTSvxvm
6.1.1.000
Installed optional packages for Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1:
#PACKAGE
#VERSION
VRTSdbed
6.1.1.000
VRTSgms
6.1.0.000
..........
.........
..........
.........
VRTSvcsdr
6.1.0.000
VRTSvcsea
6.1.1.000
Missing optional packages for Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1:
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#PACKAGE
VRTScps
VRTSfssdk
VRTSlvmconv
Summary:
Packages:
17 of 17 required Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1 packages installed
8 of 11 optional Symantec Storage Foundation Cluster File System HA 6.1.1 packages installed
Installed Public and Private Hot Fixes for Symantec Storage Foundation Cluster File
System HA 6.1.1:
None
Would you like to generate a template file based on the above release information? [y,n,q] (y)
1)
b)

rhel89202
Back to previous menu

Select a machine list to generate the template file [1-1,b,q]

6

オプション［1］、［rhel89202］を選択します。
次の出力を確認します。
Enter the name of the Install Template you would like to define:
(press [Enter] to go back)

7

インストールテンプレートの名前を入力します。たとえば、インストールテンプレート
の名前として「MyTemplate」と入力すると、次のように表示されます。
Install Template MyTemplate has been saved successfully
Press [Enter] to continue:

必要な情報はすべて作成したインストールテンプレートに保存されます。

シマンテックリリースの配備
配備サーバーを使うと、ライセンスがあるシマンテック製品をバージョン 5.1 にさかのぼっ
て配備できます。 インストールする製品のバージョンがわかっている場合は、この項の手
順に従ってインストールしてください。
配備サーバーを使うと、次をインストールできます。
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■

単一のシマンテックリリース

■

定義済みのインストールバンドルを使っている 2 つ以上のリリース
p.337 の 「インストールバンドルの定義」 を参照してください。

■

別のシステムにレプリケートするシステム上のインストール済みのコンポーネント
p.342 の 「インストールテンプレートの作成」 を参照してください。

特定のシマンテックリリースを配備するには

1

シマンテック製品（バージョン 6.1 以降）をインストールしたディレクトリから、アップグ
レードとインストールのシステムオプションで配備サーバーを起動します。 たとえば、
次のように入力します。
# /opt/VRTS/install/deploy_sfha

次の出力を確認します。
Task Menu:
R)
V)
I)
B)
T)

Manage Repository Images
Version Check Systems
Install/Upgrade Systems
Define/Modify Install Bundles
Create Install Templates

M)
S)
U)
?)
Q)

Update Metadata
Set Preferences
Terminology and Usage
Help
Quit

Enter a Task: [R,M,V,S,I,U,B,?,T,Q]

2

I、［システムのインストール/アップグレード（Install/Upgrade systems）］オプション
を選択します。
次の出力を確認します。

1)
2)
3)
4)
b)

AIX 5.3
AIX 6.1
AIX 7.1
RHEL5 x86_64
Back to previous menu

Select the platform of the available release(s) to be
upgraded/installed [1-4,b,q,?]
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配備するリリースのプラットフォームに相当する数値を選択します。 たとえば、RHEL5
x86_64 リリースまたは AIX 6.1 リリースの数値を選択します。
次の出力を確認します。
1)
2)
3)
b)

Install/Upgrade systems using a single release
Install/Upgrade systems using an Install Bundle
Install systems using an Install Template
Back to previous menu

Select the method by which you want to Install/Upgrade your systems
[1-3,b,q]

4

特定のシマンテックリリースを配備する場合は、1、［単一のリリースを使ったシステム
のインストール/アップグレード（Install/Upgrade systems using a single release）］
オプションを選択します。
シマンテック製品リリースを選択します。
インストールスクリプトを実行し、指定したサーバーにリリースを配備します。

インストールバンドルを配備するには

1

1 から 3 の手順に従います。

2

2、［インストールバンドルを使ったシステムのインストール/アップグレード
（Install/Upgrade systems using an Install Bundle）］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1) <NameofInstallBundle1>
2) <NameofInstallBundle2>
b) Back to previous menu
Select the bundle to be installed/upgraded [1-2,b,q]

次の出力を確認します。
Enter the platform target system name(s) separated by spaces:
[press [Enter] to go back)

3

インストールバンドルをインストールまたはアップグレードするターゲットシステムの名
前を入力します。
選択したインストールバンドルのインストールスクリプトが実行され、指定したターゲッ
トシステムにインストールバンドルが配備されます。
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インストールテンプレートを配備するには

1

1 から 3 の手順に従います。

2

3、［インストールテンプレートを使ったシステムのインストール/アップグレード
（Install/Upgrade systems using an Install Template）］オプションを選択します。
次の出力を確認します。
1) <NameofInstallTemplate>
b) Back to previous menu
Select the template to be installed [1-1,b,q] 1

次の出力を確認します。
Enter the platform target system name(s) separated by spaces:
[press [Enter] to go back)

選択したインストールテンプレートのインストールスクリプトが実行され、指定したター
ゲットシステムにインストールテンプレートが配備されます。

プロキシサーバーを使用して配備サーバーを SORT に
接続する
クライアントからの要求、配備サーバーの SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）Web サイトへの接続の媒介手段として機能するサーバーであるプロキシサーバー
を使用できます。
プロキシアクセスを有効にするには、配備サーバーを起動する前に次のコマンドを実行
して、シェル環境変数を設定します。シェル環境変数により、配備サーバーでポート 3128
に接続するプロキシサーバー myproxy.mydomain.com を使用できます。
http_proxy="http://myproxy.mydomain.com:3128"
export http_proxy
ftp_proxy="http://myproxy.mydomain.com:3128"
export ftp_proxy

上の行をユーザーのシェルのプロファイルに追加することができます。bash シェルの場
合、プロファイルは ~/.bash_profile ファイルです。
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VCS のアップグレード

■

第20章 VCS のアップグレード計画

■

第21章 インストーラを使用した標準的な VCS アップグレードの実行

■

第22章 オンラインアップグレードの実行

■

第23章 VCS の段階的アップグレードの実行

■

第24章 応答ファイルを使用した VCS 自動アップグレードの実行

■

第25章 ローリングアップグレードの実行

20
VCS のアップグレード計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS 6.2 へのアップグレードについて

■

VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス

■

セキュアエンタープライズ環境での VCS のアップグレード

■

セキュリティ保護された VCS 5.x クラスタを VCS 6.2 にアップグレードするための注
意事項

■

Oracle リソースを使って設定されたシステムで VCS を 6.2 にアップグレードする場
合の注意事項

■

セキュアな VCS クラスタを VCS 6.2 にアップグレードする場合の考慮事項

■

セキュリティ保護された CP サーバーのアップグレードに関する注意事項

■

セキュリティ保護された CP クライアントのアップグレードに関する注意事項

■

CP サーバーと CP クライアント間の信頼関係の手動設定

■

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メンテナンス、ローリングパッチ）と
個々のパッチの同時インストールまたは同時アップグレード

VCS 6.2 へのアップグレードについて
VCS 6.2 にアップグレードするときは、VCS でアプリケーション監視を再設定する必要は
ありません。 すべての既存の監視設定は保存されます。
次のいずれかの方法を使って VCS をアップグレードできます。
■

製品インストーラまたは installvcsを使った標準的なアップグレード
p.350 の 「VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス」 を参照してください。
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p.362 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照して
ください。
■

Veritas Web インストーラを使用する標準的なアップグレード
p.350 の 「VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス」 を参照してください。
p.363 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照してく
ださい。

■

オンラインアップグレードの実行
アプリケーションを停止せずに VCS をアップグレードするには、インストールのスクリ
プトベースまたは Web ベースのオンラインアップグレードを実行します。オンライン
アップグレードのサポート対象のアップグレードパスは、スクリプトベースと Web ベー
スのアップグレードパスの記述と同じです。
p.350 の 「VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス」 を参照してください。
p.367 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のオンラインアップグレード」
を参照してください。
p.369 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS のオンラインでのアップグレード」
を参照してください。

■

ダウンタイムを減らす段階的なアップグレード
p.374 の 「スクリプトベースのインストーラを使った段階的アップグレードの実行」 を参
照してください。

■

応答ファイルを使った自動アップグレード
p.350 の 「VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス」 を参照してください。
p.390 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

■

ダウンタイムを最小化するためのローリングアップグレード
p.404 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS のローリングアップグレードの実
行」 を参照してください。

製品インストーラまたは応答ファイルを使って、VCS 6.2 から Storage Foundation High
Availability 6.2 にアップグレードできます。
『Symantec Storage Foundation and High Availability インストールガイド』を参照して
ください。
メモ: VMware の仮想環境では、VCS とサポートされた高可用性エージェント（合わせて
ゲストコンポーネントと呼ばれる）をゲストの仮想マシンに直接インストールするために
vSphere クライアントを使うことができます。 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。

VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス
次の表では、6.2 へのアップグレードについて説明します。
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表 20-1

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った RHEL6
x64 アップグレード

シマンテック製品バージョン RHEL5
5.1
5.1 RP
5.1 SP1RP1

RHEL 6

アップグレードパスはありませ N/A
ん。製品をアンインストールしま
す。オペレーティングシステムを
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Symantec
Cluster Server リリースノート』
を参照してください。

5.1 SP1 PR2

N/A

オペレーティングシステムをサ
ポート対象の Linux バージョン
のいずれかにアップグレードし、
インストーラスクリプトを使って
6.2 にアップグレードします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Symantec
Cluster Server リリースノート』
を参照してください。

5.1 SP1 PR3

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールしま
す。オペレーティングシステムを
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Symantec
Cluster Server リリースノート』
を参照してください。

オペレーティングシステムをサ
ポート対象の Linux バージョン
のいずれかにアップグレードし、
インストーラスクリプトを使って
6.2 にアップグレードします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Symantec
Cluster Server リリースノート』
を参照してください。

5.1 SP1 RP2
5.1 SP3RP1
5.1 SP4RP1
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シマンテック製品バージョン RHEL5
6.0
6.0RP
6.0.1
6.0.2
6.0.3
6.0.5

6.1
6.1.1

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールしま
す。オペレーティングシステムを
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Symantec
Cluster Server リリースノート』
を参照してください。

RHEL 6
オペレーティングシステムをサ
ポート対象の Linux バージョン
のいずれかにアップグレードし、
インストーラスクリプトを使って
6.2 にアップグレードします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Symantec
Cluster Server リリースノート』
を参照してください。

アップグレードパスはありませ インストーラを使って、シマン
ん。 製品をアンインストールしま テック製品を 6.2 にアップグ
す。オペレーティングシステムを レードします。
サポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレード
し、インストーラスクリプトを使っ
て 6.2 をインストールします。サ
ポート対象の Linux バージョン
については、『Symantec
Cluster Server リリースノート』
を参照してください。

メモ: シマンテック社は SFHA 6.2 で RHEL5 オペレーティングシステムをサポートしませ
ん。
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表 20-2

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った SLES 11
x86-x64 アップグレード

シマンテック製品バージョ SLES 10
ン
5.1
5.1 RPx
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

6.0
6.0 RPx

6.0.1
6.0.2
6.0.3
6.0.5

SLES 11

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールし
ます。オペレーティングシス
テムをサポート対象の Linux
バージョンのいずれかにアッ
プグレードし、インストーラス
クリプトを使って 6.2 をインス
トールします。サポート対象
の Linux バージョンについて
は、『Symantec Cluster
Server リリースノート』を参照
してください。

オペレーティングシステムをサポート
対象の Linux バージョンのいずれか
にアップグレードし、インストーラスク
リプトを使って 6.2 にアップグレード
します。サポート対象の Linux バー
ジョンについては、『Symantec
Cluster Server リリースノート』を参
照してください。

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールし
ます。オペレーティングシス
テムをサポート対象の Linux
バージョンのいずれかにアッ
プグレードし、インストーラス
クリプトを使って 6.2 をインス
トールします。サポート対象
の Linux バージョンについて
は、『Symantec Cluster
Server リリースノート』を参照
してください。

オペレーティングシステムをサポート
対象の Linux バージョンのいずれか
にアップグレードし、インストーラスク
リプトを使って 6.2 にアップグレード
します。サポート対象の Linux バー
ジョンについては、『Symantec
Cluster Server リリースノート』を参
照してください。

アップグレードパスはありませ
ん。製品をアンインストールし
ます。オペレーティングシス
テムをサポート対象の Linux
バージョンのいずれかにアッ
プグレードし、インストーラス
クリプトを使って 6.2 をインス
トールします。サポート対象
の Linux バージョンについて
は、『Symantec Cluster
Server リリースノート』を参照
してください。

オペレーティングシステムをサポート
対象の Linux バージョンのいずれか
にアップグレードし、インストーラスク
リプトを使って 6.2 にアップグレード
します。サポート対象の Linux バー
ジョンについては、『Symantec
Cluster Server リリースノート』を参
照してください。
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シマンテック製品バージョ SLES 10
ン

SLES 11

6.0.4

インストーラを使って 6.2 にアップグ
レードします。

N/A

6.1
6.1.1

表 20-3

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った OL のアッ
プグレード

シマンテックソフトウェアのバー
ジョン

OL6

5.1

オペレーティングシステムをサポート対象の Linux バージョ
ンのいずれかにアップグレードし、インストーラスクリプトを
使って 6.2 にアップグレードします。サポート対象の Linux
バージョンについては、『Symantec Cluster Server リリー
スノート』を参照してください。

5.1 P1
5.1 RP1
5.1RP2
5.1 SP1
5.1 SP1RP1
5.1 SP1 RP2
6.0
6.0 RPx
6.0.1
6.0.2
6.0.3
6.0.4
6.0.5
6.1
6.1.1

セキュアエンタープライズ環境での VCS のアップグレー
ド
セキュアエンタープライズ環境では、システム間の ssh または rsh 通信が許可されませ
ん。このような場合、installvcs プログラムは通信可能なシステム（通常はローカルシステ
ム）にのみ、VCS のアップグレードを行うことができます。
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セキュアエンタープライズ環境内の VCS を rsh または ssh 通信なしでアップグレードす
るには

1

クラスタを VCS 6.2 にアップグレードするために、各ノードで installvcs プログラム
を実行します。
installvcs プログラムは、各ノードで設定を更新し、クラスタを停止してから、そのノー
ドで VCS をアップグレードします。ノード上にクラスタ UUID も生成されます。この
時点で、各ノードに別のクラスタ UUID が存在する場合があります。

2

最初のノードで VCS を起動します。
# hastart

VCS はこのノードのクラスタ UUID を生成します。ローカルノードのクラスタ UUID
を表示するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -display systemname

3

他のノードのそれぞれで、次の手順を実行します。
■

VCS_HOST 環境変数の値を最初のノードの名前に設定します。

■

クラスタ UUID の値を格納する CID 属性の値を表示します。
# haclus -value CID

■

ファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid に CID 属性の出力をコピーします。

■

設定した値を削除するように、VCS_HOST 環境変数を更新します。

■

VCS を起動します。
このノードは、クラスタ内ですでに実行中のノードに正常に参加する必要があり
ます。
p.423 の 「LLT、GAB、クラスタの動作の検証」 を参照してください。

セキュリティ保護された VCS 5.x クラスタを VCS 6.2 に
アップグレードするための注意事項
セキュリティ保護された VCS 5.x クラスタを VCS 6.2 にアップグレードするとき、アップグ
レードでは、アーキテクチャに変更があったために、古いブローカーの設定は新しいブ
ローカーに移行されません。 古いブローカー（/opt/VRTSat/bin/vxatd）と新しいブ
ローカー（/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver）の両
方が続行されます。 このようなシナリオの場合、次の点を考慮する必要があります。
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■

VCS 6.2 で実行する HA コマンドは、デフォルトでは、新しいブローカーによって処
理されます。HA コマンドが古いブローカーによって処理されるようにするには、
VCS_REMOTE_BROKER 環境変数を次のように設定します。
# export VCS_REMOTE_BROKER=localhost IP,2821

p.408 の 「セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化について」 を参
照してください。
■

VCS 6.2 は、HA コマンドを実行する root 以外のユーザーにパスワードを要求しま
せん。 5.x では、HA コマンドを実行するために、root 以外のユーザーにパスワード
が要求されました。 root 以外のユーザーに、HA コマンドの実行前にパスワードの入
力を求めるようにする場合は、VCS_DOMAINTYPE 環境変数を unixpwd に設定し
ます。

■

信頼関係はアップグレードでは移行されません。 セキュリティ保護された GCO また
は steward を設定している場合は、クラスタと steward の間で信頼関係が再作成さ
れていることを確認します。
p.140 の 「VCS クラスタの信頼関係の設定」 を参照してください。

古いブローカーを今後使わない場合は、古い VRTSat RPM を削除できます。

Oracle リソースを使って設定されたシステムで VCS を
6.2 にアップグレードする場合の注意事項
Oracle リソースを使って設定されたシステムで VCS のアップグレードを計画している場
合は、アップグレードを開始する前に、MonitorOption 属性をゼロ（0）に設定します。
ローリングアップグレード用の製品インストーラを使う場合は、スクリプトによって
MonitorOption がゼロに設定されます。手動アップグレードの場合は、MonitorOption
の値を hares コマンドを使ってゼロに設定する必要があります。アップグレードが完了し
たら、build_oraapi.sh スクリプトを起動し、MonitorOption を 1 に設定して Oracle
の診断を有効にします。
Oracle の診断の有効化について詳しくは、『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。

セキュアな VCS クラスタを VCS 6.2 にアップグレードす
る場合の考慮事項
1.

セキュアな VCS クラスタを VCS 6.2 にアップグレードする場合は、次の属性のいず
れかを設定して、クラスタに対するゲストアクセスを有効にする必要があります。
■

DefaultGuestAccess: この属性の値を 1 に設定すると、認証されたユーザーに
対してゲストアクセスを有効にできます。
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■

2.

GuestGroups: この属性には、クラスタに対する読み取りアクセス権を持つユー
ザーグループのリストが含まれています。クラスタに対するゲストアクセスを制御
するには、この属性を設定します。

クラスタのセキュアモードで VCS 6.x から VCS 6.2 へのアップグレードを実行する
場合、root 以外のユーザーは再び認証を実行する必要があります。 halogin コマ
ンドを実行して、パスワードを更新します。

セキュリティ保護された CP サーバーのアップグレードに
関する注意事項
CP サーバーは、クラスタとの安全な通信のため、Symantec Product Authentication
Services（AT）（IPM ベースのプロトコル）および HTTPS 通信をサポートしています。
HTTPS での通信では、信頼関係のセットアップの検討は必要ありません。
IPM ベースプロトコルをサポートする CP サーバーをアップグレードするときに信頼関係
は移行されません。
IPM ベースプロトコルをサポートする CP サーバーのアップグレード後に CP クライアン
トをアップグレードする場合、インストーラはクライアントによって確立された信頼関係を再
作成します。 信頼関係を手動で確立する必要はありません。ただし、信頼関係が確立さ
れるまで、CP サーバーと CP クライアントは互いに通信できません。
IPM ベースプロトコルをサポートする CP サーバーのアップグレード後に CP クライアン
トをアップグレードしない場合は、CP サーバーと CP クライアント間の信頼関係を再作成
する必要があります。

セキュリティ保護された CP クライアントのアップグレード
に関する注意事項
CP クライアントから CP サーバーへのパスワードを要求しない通信が、アップグレード後
にインストーラがフェンシングを再設定するために必要です。パスワードを要求しない通
信を利用できない場合は、フェンシングを手動で再設定する必要があります。
p.284 の 「ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
p.289 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定」 を参照してください。
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CP サーバーと CP クライアント間の信頼関係の手動設
定
CP サーバーと CP サーバークライアント間の Symantec Product Authentication
Services（AT）（IPM ベースプロトコル）を使用する場合にのみ、信頼関係を設定する必
要があります。
リリースバージョン 6.0 以降の各クライアントクラスタに対し、CP サーバーで次のコマンド
を実行します。
EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER ¥
/opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b client_ip_addres:14149 -s high

リリースバージョン 6.0 以前の各クライアントクラスタに対し、CP サーバーで次のコマンド
を実行します。
EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSERVER ¥
/opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b client_ip_addres:2821 -s high

リリースバージョン 6.0 以降の各クライアントクラスタに対し、次のコマンドを実行します。
EAT_DATA_DIR=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/CPSADM ¥
/opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b cpserver_ip_address:14149 -s high

リリースバージョン 6.0 以前の各クライアントクラスタに対し、次のコマンドを実行します。

/bin/echo y | /opt/VRTSvcs/bin/vcsat setuptrust -b ¥
ip_addres_of_cp_server:14149 -s high

インストールバンドルを使ったフルリリース（ベース、メン
テナンス、ローリングパッチ）と個々のパッチの同時イン
ストールまたは同時アップグレード
バージョン 6.1 から提供しているインストールバンドルは、お使いのシステムを 1 回の手
順で簡単にベース、メンテナンス、パッチレベルにする、直接インストールまたはアップグ
レードを行うための方法です。複数のパッチやパッケージの組み合わせをまとめてインス
トールまたはアップグレードすることもできます。インストールバンドルのインストーラには、
1 度の実行でメンテナンスまたはパッチレベルに直接インストールまたはアップグレード
できるようにマージする機能があります。各種のスクリプト、RPM、パッチコンポーネントが
マージされ、1 つの統合されたリリースのように複数のリリースが一緒にインストールされ
ます。システムをメンテナンスレベルまたはパッチレベルにインストールまたはアップグレー
ドするために 2 つ以上のインストールアクションを実行する必要はありません。
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リリースは、次のカテゴリに分けられます。
表 20-4

リリースレベル

レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

BASE

機能

RPM

すべての製品 メジャー、マイ FileConnect
ナー、サービス
パック（SP）、
プラットフォー
ムリリース
（PR）

Maintenance

修正、新機能

RPM

すべての製品 MR（メンテナ
ンスリリース）、
RP（ローリング
パッチ）

パッチ

修正

RPM

単一製品

SORT
（Symantec
Operations
Readiness
Tools）

P パッチ、プラ SORT、サ
イベートパッ
ポートサイト
チ、パブリック
パッチ

Install Bundles を使用してインストールまたはアップグレードを行うとき
■

SFHA 製品が検出され、保守レベルの単一バージョンとして割り当てられます。 各シ
ステムには、適用される 1 つ以上のパッチがある場合もあります。

■

ベースリリースは FileConnect からアクセス可能で、お客様のシリアル番号を必要と
します。 メンテナンスリリースとパッチリリースは、SORT から自動的にダウンロード可
能です。SORT Web サイトからそれらを手動でダウンロードするか、deploy_sfha
スクリプトを使用することができます。

■

6.0.1 以降のバージョンから、自動インストーラを使ってパッチをインストールできるよ
うになりました。

■

アップグレードの競合を防止するために、パッチを検出することができます。パッチリ
リースは統合リリースとして提供されていません。これらは必要に応じてシマンテック
社テクニカルサポートからのみ利用可能です。

-base_path と -patch_path オプションを使って、複数のリリースからインストールコー

ドをインポートすることができます。異なるメディアパスから RPM とパッチを見つけ、複数
のリリースの RPM とパッチ定義をマージすることができます。 これらのオプションを使用
して、リリースコンポーネントごとに必要な操作を正しく実行するために新しいタスクおよび
フェーズ機能を使用することができます。これらのオプションを使用して、定義済みフェー
ズで RPM とパッチをインストールすることができます。これは、単一の開始または停止プ
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ロセスを実行し、単一の操作ですべてのレベルに対し前操作および後操作を実行する
場合に役立ちます。
統合を行うには 4 つの方法があります。 すべてのコマンドは、最上位のベースレベルま
たは保守レベルのインストールスクリプトから実行する必要があります。
次に例を示します。
1.

ベース + 保守:
この統合方法は、前のバージョンから 6.2.1 にインストールまたはアップグレードす
るときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>

2.

ベース + パッチ:
この統合方法は、前のバージョンから 6.2.0.100 にインストールまたはアップグレー
ドするときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installer -patch_path <path_to_patch>

3.

メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、バージョン 6.2 から 6.2.1.100 にアップグレードするときに使用す
ることができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -patch_path <path_to_patch>

4.

ベース + メンテナンス + パッチ:
この統合方法は、前のバージョンから 6.2.1.100 にインストールまたはアップグレー
ドするときに使用することができます。
次のコマンドを入力します。
# installmr -base_path <path_to_base>
-patch_path <path_to_patch>

メモ: 6.1 以降のリリースからは、-patch_path <path_to_patch> -patch2_path
<path_to_patch> ... -patch5_path <path_to_patch> を使って最大 5 つのパッチ
を追加できます。
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インストーラを使用した標準
的な VCS アップグレードの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレード前
の準備

■

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード

■

Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレード

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使っ
た VCS のアップグレード前の準備
OS のアップグレードの結果として、VCS がアップグレード前に実行状態になければ、
アップグレードの完了後インストーラによって VCS が開始されなくなりました。クラスタノー
ドを手動で起動するか、または再起動する必要があります。VCS をアップグレードする前
に、最初に非推奨のリソースタイプを削除して変更した値を修正する必要があります。
VCS 6.2 にアップグレードする準備をするには、グローバルゾーンで VCS パッケージを
インストールまたはアップグレードする前に、すべての非グローバルゾーンを起動して実
行している状態であることを確認します。アップグレード時に非グローバルゾーンがマウ
ントされておらず、実行中でない場合は、それぞれの非グローバルゾーンの各パッケー
ジを手動でアップグレードする必要があります。

第 21 章 インストーラを使用した標準的な VCS アップグレードの実行
スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグ
レード
VCS をアップグレードするには、製品インストーラを使うことができます。
製品インストーラを使って VCS をアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品 CD をマウントします。

2

インストーラを起動します。
# ./installer

製品インストールプログラムが起動し、著作権メッセージが表示されます。そこで、ロ
グを作成する場所を指定します。ログのディレクトリと名前を書き留めます。

3

最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、［G］を選択して、［製品のアップグレード
（Upgrade a Product）］を選択します。

4

完全アップグレードの場合は 1 を選択します。

5

アップグレードするノードの名前を入力します。ノード名を区切るにはスペースを使
います。Enter キーを押して処理を続行します。
インストーラはノードでいくつかの検証チェックを実行して次のメッセージを表示しま
す。
VCS supports application zero downtime for full upgrade.

6

検証チェックが完了すると、エンドユーザー使用許諾契約に同意するかどうかを尋
ねられます。同意する場合は y を押して続行します。
アップグレードする RPM が一覧表示されます。

7

インストーラでは、インストールで製品プロセスが停止する前に、次の質問が表示さ
れます。 アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しなかった場合、
これらの質問は表示されません。
■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。
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■

8

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

VCS プロセスを停止するかどうかを尋ねられます。Enter キーを押して続行します。
VCS プロセスが停止し、RPMがアンインストールされ、RPMのインストールまたは
アップグレードと VCS の設定が行われます。
シマンテック社が再起動を推奨するノードが一覧表示されます。

9

今後のインストールの改善に役立つように、このインストールに関する情報をシマン
テック社に送るかどうかを尋ねられます。 返答を入力してください。
ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所が表示されます。

10 VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムを VCS 6.2 にアップグレー
ドする場合は、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン VCS 6.2 にアップグ
レードしたことを事前に確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS
または SFHA をアップグレードしてください。
VCS または SFHA のアップグレードの手順については、『Symantec Cluster Server
インストールガイド』または『Storage Foundation and High Availability インストー
ルガイド』を参照してください。
4.x からアップグレードする場合、ネーティブの OS アカウントを使った場合は、新しい
VCS アカウントの作成が必要になる場合もあります。

Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレー
ド
このセクションでは、Web ベースのインストーラを使用した VCS のアップグレードについ
て説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストールされている製
品を検出し、アップグレードします。
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VCS をアップグレードするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

高可用性（HA）製品をアップグレードする場合は、すべてのサービスグループをオ
フラインにします。すべてのサービスグループを一覧表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -list

一覧表示されたそれぞれのサービスグループをオフラインにします。
# /opt/VRTSvcs/bin/hagrp -offline service_group -any

3

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

4

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンメニューから［製品のアップグレード（Upgrade a Product）］を選択し
ます。
製品はシステムを指定すれば検出されます。 ［次へ］をクリックします。

5

アップグレードを行うシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

指定のシステムにインストールされている製品がインストーラによって検出されます。
クラスタ情報が示され、クラスタのアップグレードを実行するかの確認を行えます。
［はい（Yes）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

［使用許諾契約（License agreement）］ページで、エンドユーザー使用許諾契約
（EULA）の条件を受け入れるかどうかを選択します。続行するには、［はい、同意し
ます（Yes I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

8

［次へ（Next）］をクリックして、アップグレードを完了します。
アップグレードが完了すると、ログと概略ファイルの場所が表示されます。 必要に応
じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

9

インストールで製品のプロセスが停止される前に、インストーラによって次の質問が
表示されます。 アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しなかっ
た場合、これらの質問は表示されません。
■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループ特有の権限をさらに許可するには n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
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■

■

ユーザーグループを指定し読み取りアクセスを許可するには y を入力しま
す。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

10 システムの再起動を求めるメッセージを表示されたら、次の再起動コマンドを入力し
ます。
# /sbin/shutdown -r now

11 アップグレード後に、製品が設定されていない場合は「Do you want to configure
this product?」というメッセージが表示されます。 製品がすでに設定されている場合
は、メッセージは表示されません。

12 ［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

13 VCS または SFHA を使っているアプリケーションクラスタを 6.2 にアップグレードす
る場合は、CP サーバーシステムの VCS または SFHA をアップグレードしたことを
確認します。それから、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン 6.2 にアップ
グレードします。VCS または SFHA をアップグレードする手順については、VCS ま
たは SFHA のインストールガイドを参照してください。
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オンラインアップグレードの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

オンラインアップグレードの制限

■

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のオンラインアップグレード

■

Web ベースのインストーラを使った VCS のオンラインでのアップグレード

オンラインアップグレードの制限
■

オンラインアップグレードは VCS と ApplicationHA でのみ利用できます。Storage
Foundation、SFHA、SFCFSHA、または VxVM や VxFS を使う他のソリューション
がインストールされている場合、オンラインアップグレードプロセスはサポートされませ
ん。

■

ノードで実行されているシマンテック以外のアプリケーションは、オンラインアップグ
レード中のダウンタイムがゼロになります。

■

オンラインアップグレードが進行中の場合、VCS はアプリケーションを監視しません。

■

6.1 より前の VCS バージョンからのアップグレードでは、オンラインアップグレードの
実行前に CP サーバーをアップグレードします。

p.350 の 「VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス」 を参照してください。
p.367 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のオンラインアップグレード」 を参
照してください。
p.369 の 「Web ベースのインストーラを使った VCS のオンラインでのアップグレード」 を
参照してください。
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スクリプトベースのインストーラを使った VCS のオンライ
ンアップグレード
VCS をオンラインでアップグレードするには、製品インストーラを使うことができます。サ
ポート対象のアップグレードパスはスクリプトベースのインストーラのアップグレードパスと
同じです。
p.350 の 「VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス」 を参照してください。
製品インストーラを使って VCS をオンラインでアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品 CD をマウントします。

2

インストーラを起動します。
# ./installer

製品インストールプログラムが起動し、著作権メッセージが表示されます。そこで、ロ
グを作成する場所を指定します。
ログの保存先ディレクトリ名とパスを書き留めます。

3

最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、［G］を選択して、［製品のアップグレード
（Upgrade a Product）］を選択します。
製品をアップグレードする方法を選択するメッセージが表示されます。

4

アップグレードオプションから［オンラインアップグレード（Online Upgrade）］の 3 を
選択します。

5

オンラインアップグレード方法を選択した後、オンラインアップグレードを実行するク
ラスタからのいずれか 1 つのシステム名を入力します。
クラスタからの単一のノードを指定しても、インストーラはアプリケーションをオンライ
ンにしたままでクラスタ全体の VCS のオンラインアップグレードを実行するかどうか
を尋ねます。システム名を入力した後、いくつかの検証チェックがインストーラによっ
て実行され、次のことを質問されます。
Online upgrade supports application zero downtime.
Would you like to perform online upgrade on the
whole cluster? [y,n,q](y)
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6

y と入力して、オンラインアップグレードを開始します。
メモ: q オプションでインストーラを終了するか、またはn を使用してアップグレードを
取り消し、このステップでアップグレードする他のどのクラスタを選択できます。
ノードでいくつかの検証チェックがインストーラによって実行され、次にエンドユー
ザー使用許諾契約に同意するかどうかが尋ねられます。

7

同意する場合は y を入力して続行します。
インストーラにより、アップグレードされる RPM が一覧表示されます。

8

インストーラでは、インストールで製品プロセスが停止する前に、次の質問が表示さ
れます。 アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しなかった場合、
これらの質問は表示されません。
■

■

■

9

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

VCS プロセスを停止するかどうかを尋ねられます。 VCS プロセスを停止するには、
y と入力します。
VCS プロセスを停止し、RPM をアンインストールして、RPM を再インストールまた
はアップグレードして、再度 VCS を設定し、プロセスを開始します。

10 VCS プロセスを停止するかどうかを尋ねられます。 VCS プロセスを停止するには、
y と入力します。
VCS プロセスを停止し、RPM をアンインストールして、RPM を再インストールまた
はアップグレードして、再度 VCS を設定し、プロセスを開始します。
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Web ベースのインストーラを使った VCS のオンラインで
のアップグレード
このセクションでは、Web ベースのインストーラを使用した VCS のオンラインアップグレー
ドについて説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストールされ
ている製品を検出し、アップグレードします。Web ベースのインストーラは、アプリケーショ
ンを停止することなく、VCS をアップグレードします。サポート対象のアップグレードパス
は Web ベースのインストーラのアップグレードと同じです。
p.350 の 「VCS 6.2 のサポート対象のアップグレードパス」 を参照してください。
VCS をアップグレードするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンメニューから［オンラインアップグレード（[VCS/ApplicationHA のみ]）
（Online Upgrade [VCS/ApplicationHA only]）］を選択します。
製品はシステムを指定すれば検出されます。 ［次へ］をクリックします。

4

オンラインアップグレード方法を選択した後、オンラインアップグレードを実行するク
ラスタからのいずれか 1 つのシステム名を入力します。
この方法では、アプリケーションをオンラインに保ったままで、クラスタ全体で VCS
のオンラインアップグレードを実行します。システム名を入力した後、いくつかの検証
チェックがインストーラによって実行され、次のことを質問されます。
Online upgrade supports application zero downtime.
Would you like to perform online upgrade on the
whole cluster? [y,n,q](y)

5

y と入力して、オンラインアップグレードを開始します。
メモ: q オプションでインストーラを終了するか、またはn を使用してアップグレードを
取り消し、このステップでアップグレードする他のどのクラスタを選択できます。
ノードでいくつかの検証チェックがインストーラによって実行され、次にエンドユー
ザー使用許諾契約に同意するかどうかが尋ねられます。

6

同意する場合は y を入力して続行します。
インストーラにより、アップグレードされる RPM が一覧表示されます。
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7

インストーラでは、インストールで製品プロセスが停止する前に、次の質問が表示さ
れます。 アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しなかった場合、
これらの質問は表示されません。
■

■

■

8

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

VCS プロセスを停止するかどうかを尋ねられます。 VCS プロセスを停止するには、
y と入力します。
VCS プロセスを停止し、RPM をアンインストールして、RPM を再インストールまた
はアップグレードして、再度 VCS を設定し、プロセスを開始します。
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23
VCS の段階的アップグレー
ドの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

段階的アップグレードについて

■

スクリプトベースのインストーラを使った段階的アップグレードの実行

段階的アップグレードについて
クラスタの休止時間を最小化するために段階的アップグレードを実行します。
状況に応じて、おおよその休止時間を次のように計算できます。
表 23-1
フェールオーバー条件

ダウンタイム

動作中のノードにすべてのサービスグループを 休止時間は、サービスグループのオフラインとオ
フェールオーバーできる
ンラインの切り替えに要する時間に相当します。
アップグレード時に動作中のノードにフェール
オーバーできないサービスグループがある

そのサービスグループの休止時間は、アップグ
レードの実行とノードの再起動に要する時間に
相当します。

段階的アップグレードの前提条件
アップグレードを開始する前に、アップグレードの対象となるノードすべてについてライセ
ンスの状態を確認します。
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段階的アップグレードの計画
どのサービスグループの休止時間も最短になるように、サービスグループのノード間移動
を計画します。
その大まかな指針は次のとおりです。
■

クラスタを、サイズが同じかほぼ等しい 2 つのサブクラスタに分割します。

■

はじめのサブクラスタをアップグレードしている間、優先度の高いサービスグループが
オンラインのままとなるようにクラスタを分割します。

■

アップグレードを開始する前に、/etc/VRTSvcs/conf/config/ ディレクトリにある
main.cf と types.cf の VCS 設定ファイルのバックアップを作成します。

■

アップグレードを開始する前に、すべてのディスクグループで /etc/vx/cbr/bk ディ
レクトリにある設定ファイルの最新のバックアップを作成していることを確認します。作
成していない場合は、次のコマンドを実行して最新のバックアップを作成します。
# /etc/vx/bin/vxconfigbackup -| [dir] [dgname|dgid]

段階的アップグレードの制限事項
次の制限事項では、主として段階的アップグレード中の設定やサービスグループの変更
に関する制限を示します。
■

アップグレードを実行している間は、モジュールを開始しないようにしてください。

■

インストーラを起動するときは、VCS のみを選択します。

■

アップグレードを実行している場合は、どのノードに対してもサービスグループの追加
や削除を行わないようにしてください。

■

クラスタの前半（1 番目のサブクラスタ）をアップグレードした後、パスワードを要求しな
い SSH または RSH を設定する必要があります。1 番目のサブクラスタでアップグ
レードしたノードと、他のサブクラスタのノード間の接続を確立します。 他のサブクラス
タのノードには、インストーラを実行し、アップグレードを行う予定であるノードを指定
してください。

■

設定によっては、複数のノードを同時にアップグレードできない場合があります。一度
に 1 つのノードしかアップグレードできません。

■

非常に大規模なクラスタの場合は、クラスタのアップグレードを行ううえで、ここに説明
する手順を複数回繰り返す必要性が生じる場合があります。

段階的アップグレードの例
この例では、セキュアクラスタが 1 つあり、4 つのノード（node01、node02、node03、
node04）で実行するように設定されています。 また、サービスグループも 4 つ（sg1、sg2、
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sg3、sg4）となります。 この例では、クラスタを 2 つのサブクラスタに分割しています。
node01 と node02 のノードは 1 番目のサブクラスタにあり、これを最初にアップグレード
します。node03 と node04 のノードは 2 番目のサブクラスタにあり、これを次にアップグ
レードします。
図 23-1

段階的アップグレードの設定例

最初のサブクラスタ

2 番目のサブクラスタ

sg1

sg1

sg1

sg1

sg2

sg2

sg2

sg2

sg3

sg4

node01

node02

node03

node04

それぞれのサービスグループは、ノード上で次のように実行されています。
■

sg1 と sg2 はパラレルサービスグループであり、すべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はフェールオーバーサービスグループです。 sg3 は node01 で実行さ
れ、sg4 は node02 で実行されています。

システムリストにおいて、各サービスグループは次のように別のノードにフェールオーバー
するように設定されています。
■

sg1 と sg2 はすべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はクラスタ内のどのノードにもフェールオーバーできます。

段階的アップグレードの例についての概要
この例のアップグレードパスは次のとおりです。
■

1 番目のサブクラスタから 2 番目のサブクラスタにすべてのフェールオーバーサービ
スグループを移します。

■

1 番目のサブクラスタで、すべてのパラレルサービスグループをオフラインにします。

■

1 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

1 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。

■

2 番目のサブクラスタを準備します。

■

1 番目のサブクラスタをアクティブ化します。1 番目のクラスタをアクティブ化した後、
2 番目のサブクラスタのサービスグループをオンラインで 1 番目のサブクラスタに切
り替えます。
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■

2 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

2 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。

■

2 番目のサブクラスタをアクティブ化します。

p.374 の 「スクリプトベースのインストーラを使った段階的アップグレードの実行」 を参照し
てください。

スクリプトベースのインストーラを使った段階的アップグ
レードの実行
この項では、4 つのサービスグループを持つ 4 つのノードで VCS の段階的アップグレー
ドを実行する方法について説明します。このシナリオでは、VCS とサービスグループを 2
番目のサブクラスタでオンラインにしたまま、2 番目のサブクラスタをアップグレードするこ
とはできません。アップグレード中には、どのノードでもリソースまたはサービスグループ
の追加、削除、変更を行わないでください。このような変更は、アップグレード後に失われ
る可能性があります。
段階的なアップグレードの例を説明します。 ここでは、段階アップグレードを実行するた
めの手順を紹介します。 例では、セキュアな VCS クラスタを使用します。
VCS 5.1 またはサポートされているその他の以前のバージョンから VCS 6.2 への段階
的アップグレードを実行できます。
p.371 の 「段階的アップグレードについて」 を参照してください。
p.372 の 「段階的アップグレードの例」 を参照してください。

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動
次の手順を実行して、サービスグループの状態を確立し、サービスグループを切り替え
ます。
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2 番目のサブクラスタにサービスグループを移すには

1

1 番目のサブクラスタで、サービスグループがオンラインになっている位置を特定し
ます。
# hagrp -state

出力は次のようになります。

#Group
sg1
sg1
sg1
sg1
sg2
sg2
sg2
sg2
sg3
sg3
sg3
sg3
sg4
sg4
sg4
sg4

2

Attribute
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State

System
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

Value
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|

最初のサブクラスタのパラレルサービスグループ（sg1 と sg2）をオフラインにします。
フェールオーバーサービスグループ（sg3 と sg4）を、1 番目のサブクラスタ（node01
と node02）から 2 番目のサブクラスタ（node03 と node04）上のノードに切り替えま
す。SFHA の場合、vxfen sg がパラレルサービスグループです。
#
#
#
#
#
#

hagrp
hagrp
hagrp
hagrp
hagrp
hagrp

-offline sg1 -sys node01
-offline sg2 -sys node01
-offline sg1 -sys node02
-offline sg2 -sys node02
-switch sg3 -to node03
-switch sg4 -to node04
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3

1 番目のサブクラスタのノードで、VCS が管理しないすべての VxFS ファイルシス
テムをマウント解除します。たとえば、次のように実行します。
# df -h
Filesystem
Size
/dev/sda1
26G
udev
1007M
tmpfs
4.0K
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol1
3.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol2
1.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol3
10G
# umount /mnt/dg2/dg2vol1
# umount /mnt/dg2/dg2vol2
# umount /mnt/dg2/dg2vol3

Used Avail Use% Mounted on
3.3G
22G 14% /
352K 1006M
1% /dev
0 4.0K
0% /dev/vx
18M

2.8G

1% /mnt/dg2/dg2vol1

18M

944M

2% /mnt/dg2/dg2vol2

20M

9.4G

1% /mnt/dg2/dg2vol3

4

1 番目のサブクラスタのノードで、VCS が管理しない（各ディスクグループの）すべ
ての VxVM ボリュームを停止します。

5

1 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

6

1 番目のサブクラスタ内のノードをフリーズします。
# hasys -freeze -persistent node01
# hasys -freeze -persistent node02
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7

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

8

サービスグループがアップグレードする 1 番目のサブクラスタでオフラインになって
いることを確認します。
# hagrp -state

出力は次のようになります。
#Group Attribute System Value
sg1 State node01 |OFFLINE|
sg1 State node02 |OFFLINE|
sg1 State node03 |ONLINE|
sg1 State node04 |ONLINE|
sg2 State node01 |OFFLINE|
sg2 State node02 |OFFLINE|
sg2 State node03 |ONLINE|
sg2 State node04 |ONLINE|
sg3 State node01 |OFFLINE|
sg3 State node02 |OFFLINE|
sg3 State node03 |ONLINE|
sg3 State node04 |OFFLINE|
sg4 State node01 |OFFLINE|
sg4 State node02 |OFFLINE|
sg4 State node03 |OFFLINE|
sg4 State node04 |ONLINE|

1 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、1 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムのアップグレードを実行
できます。
オペレーティングシステムのアップグレードを実行する前に、ノードの起動時に LLT が自
動的に起動しないようにしておくことをお勧めします。 たとえば、次の操作を実行できま
す。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

または、LLT_START = 0 を設定して /etc/default/llt ファイルを変更できます。
オペレーティングシステムのアップグレード完了後、必ず、LLT 設定を元の設定に戻して
ください。
詳しくは、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
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1 番目のサブクラスタのアップグレード
まず、インストールプログラムに移動してこれを開始します。
段階的アップグレードのインストーラを開始するには

1

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

2

パスワードを要求されずに、インストーラを起動したノードから 2 番目のサブクラスタ
内のノードに ssh または rsh を実行できることを確認します。

3

installvcs を含むフォルダに移動します。
# cd cluster_server

4

installvcs プログラムを開始し、1 番目のサブクラスタのノード（node1 と node2）を
指定します。
# ./installvcs node1node2

プログラムの起動とともに著作権情報が表示され、ログを作成するディレクトリが指定
されます。

5

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

6

使用可能なインストールオプションを確認します。
p.488 の 「Symantec Cluster Server インストールRPM」 を参照してください。
1

製品の基本機能を提供する必要最小限の VCS RPMのみをインストールします。

2

製品のすべて機能を提供する推奨 VCS RPM をインストールします。 このオプション
では、オプションの VCS RPMはインストールされません。
このオプションがデフォルトです。

3

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

4

オプションごとに VCS RPMを表示する。
この例では、すべてのRPMを表す 3 を選択します。
Select the RPM to be installed on all systems? [1-4,q,?] (2) 3
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7

インストーラは、一連のチェックおよびテストを行って、通信、ライセンス、互換性を確
認します。

8

メッセージが表示されたら、y を入力してアップグレードを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

9

インストーラでは、インストールで製品プロセスが停止する前に、次の質問が表示さ
れます。 アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しなかった場合、
これらの質問は表示されません。
■

■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

10 メッセージが表示されたら、y を入力して該当するプロセスを停止します。
Do you want to stop VCS processes? [y,n,q] (y)
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11 インストーラは、1 番目のサブクラスタについて終了し、次の出力を表示します。
Configuring VCS: 100%
Estimated time remaining: 0:00
Performing VCS upgrade configuration .................... Done
Symantec Cluster Server Configure completed successfully

You are performing phased upgrade (Phase 1) on the systems.
Follow the steps in install guide to upgrade the remaining
systems.
Would you like to send the information about this installation to
Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y)

1 番目のサブクラスタでのアップグレードが終了します。「2 番目のサブクラスタの準
備」の手順が完了するまで、1 番目のサブクラスタのノードを再ブートしないでくださ
い。

12

/etc/default/llt ファイルで、LLT_START=0 と設定します。

2 番目のサブクラスタの準備
1 番目のサブクラスタ内のノードを再起動する前に、2 番目のサブクラスタで次の手順を
実行します。
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2 番目のサブクラスタのアップグレードを準備するには

1

リソースの状態の概略を取得します。
# hastatus -summ
-- SYSTEM STATE
-- System
A
A
A
A

node01
node02
node03
node04

State

Frozen

EXITED
EXITED
RUNNING
RUNNING

1
1
0
0

-- GROUP STATE
-- Group

System

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

SG1
SG1
SG1
SG1
SG2
SG2
SG2
SG2
SG3
SG3
SG3

node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE

B
B
B
B
B

SG3
SG4
SG4
SG4
SG4

node04
node01
node02
node03
node04

Y
Y
Y
Y
Y

N
N
N
N
N

OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE

Probed

AutoDisabled

State
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2

VCS が管理しないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。たとえ
ば、次の操作を行います。
# df -h
Filesystem
Size
/dev/sda1
26G
udev
1007M
tmpfs
4.0K
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol1
3.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol2
1.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol3
10G
# umount /mnt/dg2/dg2vol1
# umount /mnt/dg2/dg2vol2
# umount /mnt/dg2/dg2vol3

3

18M

2.8G

1% /mnt/dg2/dg2vol1

18M

944M

2% /mnt/dg2/dg2vol2

20M

9.4G

1% /mnt/dg2/dg2vol3

node03 と node04 でサービスグループをオフラインにします。
#
#
#
#
#
#

4

Used Avail Use% Mounted on
3.3G
22G 14% /
352K 1006M
1% /dev
0 4.0K
0% /dev/vx

hagrp
hagrp
hagrp
hagrp
hagrp
hagrp

-offline
-offline
-offline
-offline
-offline
-offline

sg1
sg1
sg2
sg2
sg3
sg4

-sys
-sys
-sys
-sys
-sys
-sys

node03
node04
node03
node04
node03
node04

サービスグループの状態を確認します。
# hagrp -state
#Group
Attribute
SG1
State
SG1
State
SG1
State
SG1
State
SG2
State
SG2
State
SG2
State
SG2
State
SG3
State
SG3
State
SG3
State
SG3
State

System
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

Value
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
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5

VCS が管理しない（各ディスクグループの）VxVM ボリュームをすべて停止します。

6

node03 と node04 で、VCS、I/O フェンシング、GAB、LLT を停止します。
#
#
#
#

7

hastop -local
/etc/init.d/vxfen stop
/etc/init.d/gab stop
/etc/init.d/llt stop

node03 と node04 で、VXFEN、GAB、LLT の各モジュールが追加されていないこ
とを確認します。
# /etc/init.d/vxfen status
VXFEN module is not loaded
# /etc/init.d/gab status
GAB module is not loaded
# /etc/init.d/llt status
LLT module is not loaded

1 番目のサブクラスタのアクティブ化
1 番目のサブクラスタでサービスグループの準備を行います。
メモ: これらの手順はインストーラの出力手順の一部を実行します。「1 番目のサブクラス
タのアップグレード」 の手順 11 を参照してください。
1 番目のサブクラスタをアクティブにするには

1

クラスタ前半の 1 つのノードで LLT と GAB を起動します。

# /etc/init.d/llt start
# /etc/init.d/gab start

2

最初のサブクラスタで node01 のシード値を設定します。
# gabconfig -x
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3

クラスタの前半で、VCS を起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installvcs<version> -start sys1 sys2

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

4

1 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

5

1 番目のサブクラスタのノードをアンフリーズします。
# hasys -unfreeze -persistent node01
# hasys -unfreeze -persistent node02

6

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

7

node01 と node02 でサービスグループをオンラインにします。
#
#
#
#
#
#

hagrp
hagrp
hagrp
hagrp
hagrp
hagrp

-online
-online
-online
-online
-online
-online

sg1
sg1
sg2
sg2
sg3
sg4

-sys
-sys
-sys
-sys
-sys
-sys

node01
node02
node01
node02
node01
node02

2 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、2 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムのアップグレードを実行
できます。
オペレーティングシステムのアップグレードを実行する前に、ノードの起動時に LLT が自
動的に起動しないようにしておくことをお勧めします。 たとえば、次の操作を実行できま
す。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

または、LLT_START = 0 を設定して /etc/default/llt ファイルを変更できます。
オペレーティングシステムのアップグレード完了後、必ず、LLT 設定を元の設定に戻して
ください。
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詳しくは、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

2 番目のサブクラスタのアップグレード
次の手順を実行して、2 番目のサブクラスタ（node03 と node04）をアップグレードしま
す。
インストーラを開始して、2 番目のサブクラスタをアップグレードするには

1

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

2

installvcs を含むフォルダに移動します。
# cd cluster_server

3

node03 と node04 で VCS が停止していることを確認します。installvcs プログラム
を開始し、2 番目のサブクラスタのノード（node3 と node4）を指定します。
# ./installvcs node3node4

プログラムの起動とともに著作権情報が表示され、ログを作成するディレクトリが指定
されます。

4

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意する場合は、y を入力します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the
cluster_server/EULA/<lang>/EULA_VCS_Ux_<version>.pdf
file present on media? [y,n,q,?] y
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5

使用可能なインストールオプションを確認します。
p.488 の 「Symantec Cluster Server インストールRPM」 を参照してください。
1.

製品の基本機能を提供する必要最小限の VCS RPMのみをインストールします。

2.

製品のすべて機能を提供する推奨 VCS RPM をインストールします。このオプション
では、オプションの VCS RPMはインストールされません。
このオプションがデフォルトです。

3.

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

4.

オプションごとに VCS RPMを表示する。
この例では、すべてのRPMを表す 3 を選択します。
Select the RPM to be installed on all systems? [1-4,q,?] (2) 3

6

インストーラは、一連のチェックおよびテストを行って、通信、ライセンス、互換性を確
認します。

7

メッセージが表示されたら、y を入力してアップグレードを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

8

メッセージが表示されたら、y を入力して VCS プロセスを停止します。
Do you want to stop VCS processes? [y,n,q] (y)

9

アップグレードが完了するまで、インストールプログラムに注意して適宜質問に回答
します。

段階的アップグレードの終了
次の手順を実行してアップグレードを完了します。
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アップグレードを終了するには

1

クラスタ UUID が 2 番目のサブクラスタと 1 番目のサブクラスタのノードで同じになっ
ていることを確認します。次のコマンドを実行してクラスタの UUID を表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl
-clus -display node1 [node2 ...]

クラスタ UUID が異なっている場合は、1 番目のサブクラスタのノードから、2 番目の
サブクラスタのノードにクラスタ UUID を手動でコピーします。次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus
-copy -from_sys node01 -to_sys node03 node04

2

クラスタの後半で、VCS を起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installvcs<version> -start sys3 sys4

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

3

VCS およびそのコンポーネントが起動しているかどうかを調べます。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
nxxxnn membership 0123
Port b gen
nxxxnn membership 0123
Port h gen
nxxxnn membership 0123
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4

hastatus -sum コマンドを実行して、ノード、サービスグループ、クラスタの状態を

判断します。
# hastatus -sum

5

-- SYSTEM STATE
-- System

State

Frozen

A
A
A
A

node01
node02
node03
node04

RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING

0
0
0
0

--B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
sg1
node01
sg1
node02
sg1
node03
sg1
node04
sg2
node01
sg2
node02
sg2
node03
sg2
node04
sg3
node01
sg3
node02
sg3
node03
sg3
node04
sg4
node01
sg4
node02
sg4
node03
sg4
node04

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

State
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE

アップグレードが完了した後、（各ディスクグループの）VxVM ボリュームを起動し、
VxFS ファイルシステムをマウントします。

この例では、VCS の段階的アップグレードを実行しました。サービスグループは、node03
と node04 でオフラインにしたときから、VCS が node01 と node02 でオンラインにした
ときまでダウンしていました。

388

第 23 章 VCS の段階的アップグレードの実行
スクリプトベースのインストーラを使った段階的アップグレードの実行

メモ: CP サーバーベースのフェンシングを使うアプリケーションクラスタを 6.2 にアップグ
レードする場合は、まず CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードす
ることを確認してください。それから、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン 6.2
にアップグレードします。ただし、6.2 にアップグレードした CP サーバーは 6.2 のアプリ
ケーションクラスタ（HTTPS ベースの通信）と 6.2 より前のアプリケーションクラスタ（IPM
ベースの通信）をサポートできます。CP サーバーを設定するとき、インストーラは VIP に
HTTPS ベースの通信（クライアントがリリースバージョン 6.2 の場合）または IPM ベース
の通信（クライアントが 6.2 より前のリリースバージョンの場合）を要求します。
VCS または SFHA をアップグレードする手順については、VCS または SFHA のインス
トールガイドを参照してください。
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応答ファイルを使用した VCS
自動アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のアップグレード

■

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数

■

VCS をアップグレードするためのサンプル応答ファイル

■

応答ファイルを使った、VCS のローリングアップグレードの実行

■

ローリングアップグレードを使用して VCS をアップグレードするための応答ファイル
の変数

■

ローリングアップグレードを使った VCS のサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った VCS のアップグレード
一般に、あるシステムで VCS のアップグレードを実行した後にインストーラによって生成
された応答ファイルは、他のシステムで VCS をアップグレードするために使えます。
インストーラの makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもで
きます。
# ./installer -makeresponsefile

VCS の自動アップグレードを実行するには

1

VCS をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていることを確認
します。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。
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3

VCS をアップグレードするシステムに応答ファイルをコピーします。
p.393 の 「VCS をアップグレードするためのサンプル応答ファイル」 を参照してくだ
さい。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.391 の 「VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参照してくださ
い。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからアップグレードを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installvcs -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数
表 24-1 は、VCS をアップグレードするために定義できる応答ファイルの変数を示してい
ます。
表 24-1

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{upgrade}

スカラー

VCS RPMをアップグレードします。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品がアップグレードされるシステムの
リスト。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

アップグレードする製品を定義します。
VCS の場合、値は VCS62 です。
（オプション）

391

第 24 章 応答ファイルを使用した VCS 自動アップグレードの実行
VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

シングルノードクラスタを設定するとき
に LLT と GAB を起動するかどうかを
示します。 値は 0（起動しない）または
1（起動する）のいずれかです。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

製品RPMを保管する場所（通常 NFS
マウント）を定義します。そこから、すべ
てのリモートシステムが製品RPMをイ
ンストールできます。対象のすべての
システムからアクセスできる場所である
必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

インストール中に必要な一時ファイル
やRPMを保管する作業ディレクトリの
作成場所を定義します。デフォルトの
場所は /var/tmp です。
（オプション）

CFG{secusrgrps}

リスト

クラスタへの読み取りアクセスを持つ
ユーザーグループを定義します。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所に
も、応答ファイルと概略ファイルをコ
ピーします。
（オプション）
CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）
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VCS をアップグレードするためのサンプル応答ファイル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.391 の 「VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{secusrgrps}=qw{staff usergroup@hostname.cdc.symantec.com}
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
$CFG{systems}=[ qw( sys1 sys2) ];
1;

応答ファイルを使った、VCS のローリングアップグレード
の実行
一般に、あるシステムで VCS のアップグレードを実行した後にインストーラによって生成
された応答ファイルは、他のシステムで VCS をアップグレードするために使えます。
インストーラの makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもで
きます。
VCS の自動ローリングアップグレードを実行するには

1

VCS をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていることを確認
します。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

インストーラを起動するシステムに応答ファイルをコピーします。
p.395 の 「ローリングアップグレードを使った VCS のサンプル応答ファイル」 を参照
してください。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.394 の 「ローリングアップグレードを使用して VCS をアップグレードするための応
答ファイルの変数」 を参照してください。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからアップグレードを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installvcs -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

ローリングアップグレードを使用して VCS をアップグレー
ドするための応答ファイルの変数
表 24-2 は、ローリングアップグレードを使用して VCS をアップグレードするために定義
できる応答ファイルの変数を示しています。
表 24-2

ローリングアップグレードを使って VCS をアップグレードするための
応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{phase1}{0}

一連の $CFG{phase1}{N} 項目がサブクラスタ
の分割を定義します。インデックス N は、RU 段
階 1 を実行する順序を示します。インデックスは
0 で開始します。各項目に（少なくとも 1 つの）
ノードのリストがあります。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 条件付きで必須
ローリングアップグレードの段階 1 を実行する必
要がある場合は必須です。

CFG{rollingupgrade_phase2}

CFG{rollingupgrade_phase2} オプショ
ンは、ローリングアップグレードの段階 2 を実行
するために使われます。この段階では、VCS と
その他のエージェントRPMが最新バージョンに
アップグレードされます。製品カーネルドライバ
が最新プロトコルバージョンにローリングアップグ
レードされます。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 条件付きで必須
ローリングアップグレードの段階 2 を実行する必
要がある場合は必須です。

394

第 24 章 応答ファイルを使用した VCS 自動アップグレードの実行
ローリングアップグレードを使った VCS のサンプル応答ファイル

変数

説明

CFG{rolling_upgrade}

ローリングアップグレードを開始します。 このオ
プションを使うと、インストーラは、ローリングアッ
プグレードの段階 1 または段階 2 を明示的に
指定しなくても自動的にクラスタシステムでロー
リングアップグレードの状態を検出します。

CFG{systems}

製品のインストールまたはアンインストールを行
うシステムのリストです。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{upgrade}

インストールされたすべての RPM をアップグ
レードします。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{secusrgrps}

クラスタへの読み取りアクセスを持つユーザーグ
ループを定義します。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: オプション

CFG{rootsecusrgrps}

ルートユーザー、特定のユーザー、または選択
に基づくユーザーグループからクラスタへの読
み取りアクセスを定義します。選択したユーザー
またはユーザーグループは VCS オブジェクトに
関する明示的な権限を取得します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{accepteula}

メディアの EULA.pdf ファイルに同意するかどう
かを指定します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

ローリングアップグレードを使った VCS のサンプル応答
ファイル
次に、ローリングアップグレードを使った VCS の応答ファイルの例を示します。
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our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{client_vxfen_warning}=1;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.198.90.6) ];
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.198.90.6"}=50006;
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.198.90.6"}=[ qw(10.198.90.6) ];
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{opt}{rolling_upgrade}=1;
$CFG{opt}{rollingupgrade_phase2}=1;
$CFG{opt}{updatekeys}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{secusrgrps}=qw{staff pilotaix218@cdc.veritas.com};
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{phase1}{"0"}=[ qw(sys3 sys2) ];
$CFG{phase1}{"1"}=[ qw(sys1) ];
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2 sys3) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
1;
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25
ローリングアップグレードの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

ローリングアップグレードについて

■

サポートされているローリングアップグレードパス

■

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行

■

Web ベースのインストーラを使った VCS のローリングアップグレードの実行

ローリングアップグレードについて
ローリングアップグレードにより、高可用性クラスタのダウンタイムが、サービスグループ
フェールオーバーの実行に要する時間にまで最小化されます。 ローリングアップグレー
ドには、インストーラがカーネルRPMをアップグレードする段階 1 と、VCS エージェント
関連 RPMをアップグレードする段階 2 の、2 つの主要な段階があります。
メモ: ローリングアップグレードは、完全に設定されたクラスタで実行する必要があります。
次に、ローリングアップグレードのフローの概要を示します。
1.

インストーラにより、クラスタのプレチェックが実行されます。
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2.

必要に応じて、アップグレードの段階 1 を実行するために、サービスグループを移動し
てノードを解放します。
最初の段階では、アプリケーションのダウンタイムが発生します。これは、インストーラが
段階 1 を実行するためにサービスグループを移動してノードを解放するためです。発
生するダウンタイムは、サービスグループのフェールオーバーを行う標準的な時間だけ
です。ダウンタイムは、クラスタ全体ではなく、フェールオーバーされたアプリケーション
だけに限られます。

3.

インストーラにより、クラスタのすべてのノードでアップグレードの段階 2 が実行されま
す。 アップグレードの第 2 段階には、Symantec Cluster Server（VCS）エンジン HAD
のダウンタイムは含まれますが、アプリケーションのダウンタイムは含まれません。

図 25-1 に、2 つのノードクラスタにある 3 つのサービスグループのローリングアップグ
レードを実行しているインストーラの例を示します。
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ローリングアップグレードを実行しているインストーラの例

図 25-1
SG1
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SG3

SG3

ノード A

ノード B

ローリングアップグレード前
のクラスタの実行
SG1

SG1
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SG3

SG3

SG3
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ノード B

段階 1 がノード B で開始、
SG2 フェールオーバー、
SG3 がノード B で停止
SG1

SG2

ノード A

ノード A

ノード B

ノード A で実行中の
サービスグループ、ノード B
はアップグレード

SG2

SG3

SG1

ノードは
アップグ
レード

SG1

SG3

ノード B

ノード A

ノード B

段階 1 がノード A で開始、 SG1 ノード B
と SG2 フェール オーバー、SG3 で実行中のサービスグルー
プ、ノード A
がノード A で停止
はアップグレード
SG1

SG3

ノード A

SG2

SG3

ノード B

SG3

ノード A

SG3

ノード B

段階 1 がノード Bで完了

SG2

ノードは
アップグ
レード

SG3

SG2

SG1

SG3

ノード A

SG2

SG3

ノード B

段階 1 がノード Aで完了

要点:

SG1: フェールオーバーサービスグループ
SG2: フェールオーバーサービスグループ
SG3: パラレルサービスグループ
段階 1: カーネルパッケージのアップグレード
段階 2: VCS と VCS
のアップグレードエージェントパッケージ

段階 2、すべての残りのパッ
ケージすべてのノードでアップグレー
ド並行処理、HAD が停止 して開始

次の仕様上の制限がローリングアップグレードに適用されます。
■

ローリングアップグレードは段階的アップグレードと互換性がありません。ローリング
アップグレードと段階的アップグレードを組み合わせて実行しないでください。

■

ローリングアップグレードは、バージョン 5.1 以降で実行できます。
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サポートされているローリングアップグレードパス
スクリプトベースのインストーラ、Web ベースのインストーラ、または手動により、VCS の
ローリングアップグレードを実行できます。
ローリングアップグレード手順は、オペレーティングシステムのマイナーアップグレードに
のみ適用できます。
表 25-1 に、VCS 6.2 へのローリングアップグレードを実行できる VCS のバージョンを示
します。
表 25-1

サポートされているローリングアップグレードパス

プラットフォーム

VCS のバージョン

RHEL6:

5.1 SP4RP1
6.0.1、6.0.2、6.0.3、6.0.5
6.1、6.1.1

SLES11

6.0.1、6.0.2、6.0.3、6.0.4、6.0.5
6.1、6.1.1

メモ: バージョン 5.1SP1RP3 からバージョン 6.2 へのローリングアップグレードを実行す
る前に、パッチ VRTSvxfen-5.1SP1RP3P2 をインストールします。 パッチをダウンロー
ドする場合は、VRTSvxfen-5.1SP1RP3P2 を、SORT Web サイトにある Patch Lookup
で検索します。

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行
アプリケーションダウンタイムを最小限に抑えながら、Symantec Cluster Server を最新
のリリースにアップグレードするには、ローリングアップグレードを使用します。

スクリプトベースのインストーラを使ったローリングアップグレードの実行
ローリングアップグレードを開始する前に、クラスタのすべてのノードで VCS（Symantec
Cluster Server）が実行されていることを確認します。
ローリングアップグレードを実行するには

1

最初のサブクラスタで予備手順を完了します。
VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムのマウントを解除します。
# umount mount_point
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2

スーパーユーザーとしてログインし、VCS 6.2 インストールメディアをマウントします。

3

ルートから、インストーラを開始します。
# ./installer

4

メニューから［製品のアップグレード（Upgrade a product）］を選択し、サブメニューか
ら［ローリングアップグレード（Rolling Upgrade）］を選択します。

5

インストーラでアップグレードのシステム名が提案されます。Enter キーを押して提案
されたシステムをアップグレードするか、ローリングアップグレードを実行するクラスタ
内のいずれかのシステムの名前を入力して Enter キーを押します。

6

システム通信、リリース互換性、バージョン情報が確認され、クラスタの名前、ID、ノー
ドの一覧が表示されます。 y を入力して続行します。

7

実行中のサービスグループのインベントリが作成され、ローリングアップグレードの段
階 1 にアップグレードするノード（複数可）が決定されます。 y を入力して続行しま
す。ノードの指定を選択する場合、n と、ノードの名前を入力します。

8

クラスタのノードでさらに事前確認が実行されます。警告が表示されることがありま
す。 y と入力して続行するか、インストーラを終了してプレチェックの警告に対応しま
す。

9

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認し、同意する場合は、y を入力
します。

10 オンラインサービスグループを検出すると、インストーラは次のいずれかを実行する
ようユーザーに求めます。
■

手動でサービスグループを切り替える

■

CPI を使って自動的にサービスグループを切り替える

サービスグループのフェールオーバーに要する時間を、ダウンタイムといいます。
メモ: 手動でサービスグループを切り替えることを推奨します。サービスグループの
自動切り換えでは依存性に関する問題は解決されません。

11 該当するプロセスを停止するように、メッセージが表示されます。 y を入力して続行
します。
すべてのサービスグループが今回はアップグレードしないノードに退避されます。
アップグレードするノードにあるパラレルサービスグループが停止されます。
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12 関連プロセスが停止され、旧カーネルRPMがアンインストールされて、新しいRPM
がインストールされます。 ライセンスを現在のバージョンにアップグレードするかどう
かを尋ねられます。［はい（Yes）］または［いいえ（No）］を選択します。現在のリリー
スの新しい機能をすべて使うことができるように、ライセンスを更新することをお勧め
します。

13 クラスタがコーディネーションポイントサーバーベースのフェンシングを設定している
場合は、アップグレード時に、インストーラが新しい HTTPS コーディネーションポイ
ントサーバーを提供するようにユーザーに要求します。
アップグレード用の設定が行われ、プロセスが開始されます。アップグレード前に
ブートディスクがカプセル化されている場合、インストーラはアップグレード設定の実
行後にノードを再ブートするようユーザーに求めます。

14 まだアップグレードしていないノードで予備手順を完了します。
すべてのノードで、VCS の制御下にないすべての VxFS ファイルシステムをマウン
ト解除します。
# umount mount_point

15 残りのノードで、アップグレード段階 1 が開始されます。 ローリングアップグレードを
続行する場合は、y と入力します。アップグレード（再ブート）されたノードでインストー
ラが呼び出された場合は、インストーラを再度呼び出す必要があります。
インストーラによってノードの再起動が要求された場合は、ノードを再起動します。イ
ンストーラを再起動します。
手順 7 から手順 12 が繰り返されます。
多数のノードが存在するクラスタでは、このプロセスが数回繰り返されることがありま
す。 サービスグループが停止状態になり、オンライン化されてアップグレードが行わ
れます。

16 ローリングアップグレードの段階 1 が完了したら、VCS の制御下にないすべての
VxFS ファイルシステムを手動でマウントします。アップグレードの段階 2 を開始しま
す。アップグレード段階 2 には、VCS エンジン（HAD）用の休止時間が必要です（ア
プリケーションの停止はありません）。 y を入力して続行します。

17 アップグレードする残りのRPMが確認されます。 Enter キーを押して続行します。
18 インストーラでは、インストールで製品プロセスが停止する前に、次の質問が表示さ
れます。 アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しなかった場合、
これらの質問は表示されません。
■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。
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■

■

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

19 読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切って、
入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可する場
合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザーグループ
に読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力します。ユーザー
グループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後でユーザーグルー
プを作成します。[b]

20 インストーラで VCS （Symantec Cluster Server）プロセスが停止されますが、アプ
リケーションは引き続き実行されます。y を入力して続行します。
prestop が実行され、以前の RPM がアンインストールされて、新しい Packages;
インストールされます。インストール後のタスクと、アップグレード用の設定が行われ
ます。

21 インターネットにネットワーク接続されている場合、更新の有無が確認されます。
更新が検出された場合は、すぐに適用できます。

22 概略ファイルを読むかどうかを確認するメッセージが表示されます。インストールの
概略ファイルを読む場合は、［y］ を選択します。

23 アプリケーション をサポート対象のバージョンにアップグレードします。
24 CP サーバーベースのフェンシングを使うアプリケーションクラスタを 6.2 にアップグ
レードする場合は、CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードす
ることを確認してください。それから、すべてのアプリケーションクラスタをバージョン
6.2 にアップグレードします。ただし、6.2 にアップグレードした CP サーバーは 6.1
以降のアプリケーションクラスタ（HTTPS ベースの通信）と 6.1 より前のアプリケー
ションクラスタ（IPM ベースの通信）をサポートできます。CP サーバーを設定すると
き、インストーラは VIP に HTTPS ベースの通信（クライアントがリリースバージョン
6.1 以降の場合）または IPM ベースの通信（クライアントが 6.1 より前のリリースバー
ジョンの場合）を要求します。
CP サーバーシステムで VCS または SFHA をアップグレードする手順については、
適切なインストールガイドを参照してください。
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Web ベースのインストーラを使った VCS のローリング
アップグレードの実行
この項では、Web ベースのインストーラを使ってローリングアップグレードを実行する手
順について説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストールさ
れている製品を検出し、アップグレードします。別の製品にアップグレードする場合は、追
加手順が必要になることがあります。
p.397 の 「ローリングアップグレードについて」 を参照してください。
ローリングアップグレード段階 1 を開始するには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスク（Task）］プルダウンメニューで、［ローリングアップグレード（Rolling Upgrade）］
を選択します。
［フェーズ 1: カーネルパッケージのアップグレード（Phase-1: Upgrade Kernel
packages）］オプションはデフォルトで表示され、選択されています。

［次へ（Next）］をクリックして続行します。

4

ローリングアップグレードを実行するクラスタ内のいずれかのシステムの名前を入力
します。インストーラがそのシステムのクラスタ情報を取得し、表示します。
クラスタ情報を確認するには、［はい（Yes）］をクリックします。アップグレードのフェー
ズ 1 でアップグレードされるクラスタ内のノードが表示されます。

5

ローリングアップグレードのフェーズ 1 の対象として選択されたシステムを確認しま
す。これらのシステムはアップグレード中のダウンタイムを最小化するために選択さ
れます。
［はい（Yes）］をクリックして続行します。
システムの検証が行われます。

6

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認します。続行するには、［はい、
同意します（Yes, I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

7

オンラインフェールオーバーサービスグループがある場合は、それらのサービスグ
ループを手動と自動のどちらで切り替えるかを選択するよう求められます。オプショ
ンを選択し、手順に従ってすべてのフェールオーバーサービスグループをもう 1 つ
のサブクラスタに切り替えます。
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8

すべてのプロセスが停止されます。 ［次へ（Next）］をクリックして続行します。
古いソフトウェアが削除されてから、選択したシステム上のソフトウェアがアップグレー
ドされます。

9

ライセンスを現在のバージョンにアップグレードするかどうかを尋ねられます。［はい
（Yes）］または［いいえ（No）］を選択します。現在のリリースの新しい機能をすべて
使うことができるように、ライセンスを更新することをお勧めします。

10 クラスタがコーディネーションポイントサーバーベースのフェンシングに設定されてい
る場合は、アップグレード中に、インストーラにより新しい HTTPS コーディネーショ
ンポイントサーバーを提供するよう求められます。メッセージが表示されたら、製品を
再起動します。
ノードの再起動が必要ない場合には、すべての関連プロセスが開始され、すべての
サービスグループがオンラインになります。

11 必要な場合には、ノードを再起動します。
インストーラを再起動します。

12 すべてのノードのカーネルRPMがアップグレードされるまで、手順 5 から手順 11
を繰り返します。多数のノードが存在するクラスタでは、このプロセスを数回繰り返し
ます。サービスグループが停止状態になり、オンライン化されてアップグレードが行
われます。

13 メッセージが表示された場合は、まだアップグレードしていないノードで手順 3 から
手順 11 を実行します。

14 メッセージが表示されたら、段階 2 を開始します。［はい（Yes）］をクリックしてローリ
ングアップグレードを継続します。
段階 2 を実行するためには、Web ベースのインストーラを再起動することが必要な
場合もあります。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。
非カーネルコンポーネントをアップグレードするには - 段階 2

1

［タスク（Task）］プルダウンメニューで、［ローリングアップグレード（Rolling Upgrade）］
が選択されていることを確認します。
［次へ（Next）］ボタンをクリックして続行します。

2

インストーラはクラスタの情報とローリングアップグレードの状態を検出します。
システムの検証が行われます。 ［次へ（Next）］をクリックします。エラーが表示された
場合は、エラーに対処してからインストーラに戻ります。

3

エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の内容を確認します。続行するには、［はい、
同意します（Yes, I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。
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4

インストーラでは、インストールで製品プロセスが停止する前に、次の質問が表示さ
れます。 アップグレードの実行前にクラスタをセキュアモードで設定しなかった場合、
これらの質問は表示されません。
■

■

■

全員に読み取りアクセス権を許可しますか。[y,n,q,?]
■

すべての認証されたユーザーに読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ユーザーグループに特定の権限を許可するには、n を入力します。

読み取りアクセス権を許可するユーザーグループを提供しますか [y、n、q、?]。
■

ユーザーグループを指定して、読み取りアクセス権を許可するには、y を入
力します。

■

ルートユーザーにだけ読み取りアクセス権を許可するには、n を入力します。
インストーラはルートユーザーに読み取りアクセス権を許可します。

読み取りアクセス権を許可するには、ユーザーグループ名をスペースで区切っ
て、入力します。特定のノードのユーザーグループに読み取りアクセス権を許可
する場合は「usrgrp1@node1」のように入力し、任意のクラスタノードのユーザー
グループに読み取りアクセス権を許可する場合は、「usrgrp1」のように入力しま
す。ユーザーグループがまだ作成されていない場合、必要に応じて、設定の後
でユーザーグループを作成します。[b]

5

ローリングアップグレードプロセスの段階 2 の HAD プロセスと CmdServer プロセス
が停止しますが、アプリケーションは実行され続けます。［次へ（Next）］をクリックして
続行します。

6

古いソフトウェアが削除されてから、選択したシステム上のソフトウェアがアップグレー
ドされます。 出力の確認を求める画面で、出力を確認してから［次へ（Next）］ボタン
をクリックします。 ソフトウェアを登録し、［次へ（Next）］をクリックして続行します。す
べての関連プロセスが開始され、すべてのサービスグループがオンラインになりま
す。

7

インターネットにネットワーク接続されている場合、更新の有無が確認されます。
更新が検出された場合は、すぐに適用できます。

8

概略ファイルを読むかどうかを確認するメッセージが表示されます。インストールの
概略ファイルを読む場合は、［y］ を選択します。

アップグレードは完了です。
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第26章 インストール後タスクの実行

■

第27章 VCS コンポーネントのインストールまたはアップグレード

■

第28章 VCS インストールの確認

26
インストール後タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化について

■

VCS のマニュアルへのアクセス

■

通信用の権限の削除

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効
化について
Symantec Product Authentication Service（AT）は、認証ブローカーのプラグインによ
る LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）のユーザー認証をサポートします。
AT は、OpenLDAP や Windows Active Directory など、すべての一般的な LDAP 配
布をサポートします。
セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS ユーザーが LDAP ドメインに属する場合、
LDAP 認証プラグインを有効にする必要があります。
インストール時に VCS ユーザーを追加していない場合でも、後でユーザーを追加でき
ます。
VCS ユーザーを追加する手順については、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』
を参照してください。
図 26-1 は、クラスタがセキュアモードで動作する場合の LDAP サーバーとの VCS クラ
スタ通信を示しています。
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図 26-1

LDAP サーバーとのクライアント通信
VCS クライアント

1. ユーザーが HA コマンド
を実行すると、AT が認証
ブローカーを使ってユー
ザー認証を開始します。

4. AT がユーザーにクレデンシャ
ルを発行して、コマンドの処理
を続行します。
VCS ノード
（認証ブローカー）

2. VCS ノードの認証ブローカーが
LDAP ディレクトリを使って LDAP
バインド操作を実行します。

3. LDAP バインドが正常に行わ
れると、AT が LDAP ディレ
クトリからグループ情報を取得し
ます。
LDAP サーバー（OpenLDAP
または Windows Active
Directory など）

LDAP コマンド（ldapadd、ldapmodify、ldapsearch など）の LDAP スキーマと構文は
LDAP の実装方法によって異なります。
Symantec Product Authentication Service の LDAP ドメインを追加する前に、LDAP
環境に関する次の情報を書き留めます。
■

使用する LDAP スキーマのタイプ（デフォルトは RFC 2307）
■

UserObjectClass（デフォルトは posixAccount）

■

UserObject 属性（デフォルトは uid）

■

ユーザーグループ属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループオブジェクトクラス（デフォルトは posixGroup）

■

GroupObject 属性（デフォルトは cn）

■

ユーザー GID 属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループメンバーシップ属性（デフォルトは memberUid）

■

LDAP ディレクトリの URL

■

ユーザーコンテナの識別名（たとえば UserBaseDN=ou=people,dc=comp,dc=com）

■

グループコンテナの識別名（たとえば GroupBaseDN=ou=group,dc=comp,dc=com）
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セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化
次の手順では LDAP 認証のプラグインモジュールを有効にする方法を示します。この項
では OpenLDAP と Windows Active Directory LDAP の配布例を示します。
LDAP 認証を有効にする前に、次の手順を完了します。
■

クラスタがセキュアモードで動作していることを確認します。
# haclus -value SecureClus

出力の戻り値は 1 である必要があります。
■

AT のバージョンが 6.1.6.0 以降であることを確認します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showversion
vssat version: 6.1.12.8

セキュアモードで動作するクラスタの OpenLDAP 認証を有効化するには

1

-d オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-d オプショ

ンを使うと LDAP プロパティファイル（優先順位設定された属性リスト）が検出され、
取得されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-d -s domain_controller_name_or_ipaddress -u domain_user
Attribute list file name not provided, using AttributeList.txt
Attribute file created.

属性ファイル内のエントリを表示するには、catatldapconf コマンドが使えます。

2

-c オプションを使って LDAP 設定ツールを実行します。-c オプションを使うと LDAP

ドメインを追加するための CLI ファイルが作成されます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf ¥
-c -d LDAP_domain_name
Attribute list file not provided, using default AttributeList.txt
CLI file name not provided, using default CLI.txt
CLI for addldapdomain generated.
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3

-x オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-x オプショ

ンを使うと CLI ファイルが読み込まれ、AT にドメインを追加するコマンドが実行され
ます。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atldapconf -x
Using default broker port 14149
CLI file not provided, using default CLI.txt
Looking for AT installation...
AT found installed at ./vssat
Successfully added LDAP domain.
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412

AT のバージョンを確認し、Windows Active Directory サーバーの統合が完了した
ことを確認するために LDAP ドメインを一覧表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showversion
vssat version: 6.1.12.8
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat listldapdomains
Domain Name : mydomain.com
Server URL : ldap://192.168.20.32:389
SSL Enabled : No
User Base DN : CN=people,DC=mydomain,DC=com
User Object Class : account
User Attribute : cn
User GID Attribute : gidNumber
Group Base DN : CN=group,DC=symantecdomain,DC=com
Group Object Class : group
Group Attribute : cn
Group GID Attribute : cn
Auth Type : FLAT
Admin User :
Admin User Password :
Search Scope : SUB

5

クラスタ内の他のドメインを確認します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat showdomains -p vx

コマンド出力に見つかったドメイン数が、ドメイン名とドメインのタイプ付きで一覧表
示されます。
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ユーザーのクレデンシャルを生成します。
# unset EAT_LOG
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat authenticate ¥
-d ldap:LDAP_domain_name -p user_name -s user_password -b ¥
localhost:14149

7

該当する場合はルート以外のユーザーを追加します。
# useradd user1
# passwd pw1
Changing password for "user1"
user1's New password:
Re-enter user1's new password:
# su user1
# bash
# id
uid=204(user1) gid=1(staff)
# pwd
# mkdir /home/user1
# chown user1 /home/ user1
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8

VCS 設定にルート以外のユーザーを追加します。

# haconf -makerw
# hauser -add user1
# haconf -dump -makero

9

ルート以外のユーザーとしてログインし、LDAP ユーザーとして VCS コマンドを実行
します。
# cd /home/user1
# ls
# cat .vcspwd
101 localhost mpise LDAP_SERVER ldap
# unset VCS_DOMAINTYPE
# unset VCS_DOMAIN
# /opt/VRTSvcs/bin/hasys -state
#System

Attribute

Value

cluster1:sysA

SysState

FAULTED

cluster1:sysB

SysState

FAULTED

cluster2:sysC

SysState

RUNNING

cluster2:sysD

SysState

RUNNING

VCS のマニュアルへのアクセス
ソフトウェアディスクには、VCS のマニュアルが PDF 形式で収められています
（cluster_server/docs ディレクトリ）。VCS をインストールした後、参照できるように、この
PDF 版マニュアルを各ノードの /opt/VRTS/docs にコピーすることをお勧めします。
VCS のマニュアルにアクセスするには
◆

PDF をソフトウェアディスク（cluster_server/docs/）から /opt/VRTS/docs ディレクト
リにコピーします。
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通信用の権限の削除
VCS のインストールと I/O フェンシング用ディスクサポートの検証を完了したことを確認し
てください。 rsh を使った場合は、ノードに設定した一時的な rsh アクセス権限を削除
し、パブリックネットワークへの接続を復元します。
セキュア通信を実現するためにノードで ssh が使われていて、一時的にパブリックネット
ワークへの接続を削除した場合は、接続を復元してください。
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VCS コンポーネントのインス
トールまたはアップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Java コンソールのインストール

■

Java コンソールのアップグレード

■

VCS Simulator のインストール

■

VCS Simulator のアップグレード

■

VCS エージェントのアップグレード

Java コンソールのインストール
VCSの Java ベースのグラフィカルユーザーインターフェース、Java コンソールを使って
VCS を管理できます。VCS をインストールしたら、Windows システムまたは Linux シス
テムに Java コンソールをインストールします。Java コンソールのソフトウェアの必要条件
を確認します。
Java コンソールを起動するシステムは、クラスタまたはリモートワークステーション内のシ
ステムである必要があります。リモートワークステーションを使用すると、クラスタ内の各シ
ステムをリモートで管理できます。
Java コンソールの使用についての情報を確認してください。詳しくは、『Symantec Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。

Java コンソールのソフトウェアの必要条件
Cluster Manager（Java コンソール）をサポートするシステムは次のとおりです。
■

RHEL 4 Update 3 以降、RHEL 5 以降、SLES 9 SP3
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■

Windows XP、Windows 2003

メモ: 使っているオペレーションシステムが JRE 1.6 をサポートすることを確認してくださ
い。

Java コンソールのハードウェアの必要条件
Java コンソールのハードウェアの最小必要条件は次のとおりです。
■

Pentium II 300 megahertz

■

256 MB の RAM

■

解像度 800x600

■

8 ビットの色深度のモニター

■

2D イメージを処理できるグラフィックスカード

メモ: シマンテック社 は Pentium III 400MHz 以降、256MB RAM 以上、解像度 800x600
以上を使用することを推奨します。
Java™ 2 Runtime Environment （JRE）の各バージョンは 32 MB の RAM を必要とし
ます。
このバージョンは Linux カーネル v 2.2.12 と glibc v2.1.2-11（以上）を起動する Intel
Pentium プラットフォームでサポートされます。
次のハードウェアの使用を推奨します。
■

48 MB の RAM

■

16 ビットカラーモード

■

ローカルホストに設定したディスプレイで使用される KDE および KWM ウィンドウマ
ネージャ

Linux への Java コンソールのインストール
Java コンソールをインストールするための手順を確認します。手順を始める前に、gunzip
ユーティリティがシステムにインストールされていることを確認してください。
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Linux で Java コンソールをインストールするには

1

Java GUI ユーティリティを http://go.symantec.com/vcsm_download から一時ディ
レクトリにダウンロードします。

2

rpm -i コマンドを使用して、RPM をインストールします。
# rpm -i VCS_Cluster_Manager_Java_Console_5.5_for_Linux.rpm

Windows システムでの Java コンソールのインストール
Windows システムで Java コンソールをインストールするための手順を確認します。
Windows システムで Java コンソールをインストールするには

1

Java GUI ユーティリティを http://go.symantec.com/vcsm_download から一時ディ
レクトリにダウンロードします。

2

圧縮されたファイルを一時フォルダに抽出します。

3

この抽出先フォルダから、setup.exe をダブルクリックします。

4

シマンテック社 Cluster Manager のインストールウィザードの指示に従ってインス
トール処理を行います。

Java コンソールのアップグレード
Java コンソールをアップグレードするには、適用可能な次の手順のいずれかに従ってく
ださい。
Linux で Java コンソールをアップグレードするには

1

RPM をインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。

2

以前のインストールから GUI を削除します。
# rpm -e VRTScscm

3

VCS Java コンソールをインストールします。
p.417 の 「Linux への Java コンソールのインストール」 を参照してください。

Windows クライアントで Java コンソールをアップグレードするには

1

Cluster Manager（Java コンソール）が実行中の場合は、停止します。

2

システムから Cluster Manager を削除します。
■

コントロールパネルで、［プログラムの追加と削除］をダブルクリックします。

■

［Veritas Cluster Manager］を選択します。
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3

■

［追加/削除］をクリックします。

■

アンインストールウィザードの指示に従います。

新しい Cluster Manager をインストールします。
p.418 の 「Windows システムでの Java コンソールのインストール」 を参照してくだ
さい。

VCS Simulator のインストール
VCS Simulator は、Java コンソールまたはコマンドラインから管理できます。詳しくは、
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
VCS Simulator のソフトウェアの必要条件を確認してください。

VCS Simulator のソフトウェアの必要条件
VCS Simulator は、次の OS でサポートされています。
■

Windows XP SP3、Windows 2008、Windows Vista、Windows 7

メモ: 使っているオペレーションシステムが JRE 1.6 以降をサポートすることを確認してく
ださい。

Windows システムでの VCS Simulator のインストール
この項では、Windows システムに VCS Simulator をインストールする手順について説
明します。
Windows システムに VCS Simulator をインストールするには

1

VCS Simulator を次の場所から一時ディレクトリにダウンロードします。
http://www.symantec.com/business/cluster-server。その後、［ユーティリティ
（Utilities）］をクリックします。

2

圧縮ファイルを別のディレクトリに抽出します。★DTPで削除★

3

Simulator インストーラファイルのある次のパスへ移動します。★DTPで削除★
¥your_platform_architecture¥cluster_server¥windows¥
VCSWindowsInstallers¥Simulator

4

インストーラファイルをダブルクリックします。

5

［Welcome］画面の情報を読み、［Next］をクリックします。

6

［Destination Folder］ダイアログボックスで［Next］をクリックしてデフォルトのインス
トールパスを使うか、［Change . . .］をクリックして別の場所を選択します。
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7

［Ready to Install the Program］ダイアログボックスで、選択内容に変更を加える場
合は［Back］、インストールを続行する場合は［Install］をクリックします。

8

［InstallShield Wizard Completed］ダイアログボックスで［Finish］をクリックします。

インストールの確認
VCS Simulator は、システムに Cluster Manager（Java コンソール）と Simulator バイ
ナリをインストールします。Simulator をインストールすると、次のディレクトリが作成されま
す。
ディレクトリ

内容

attrpool

VCS オブジェクトに関連付けられている属性に関する情報

bin

VCS Simulator のバイナリ

default_clus

デフォルトのクラスタ設定のファイル

sample_clus

クラスタ設定の例。新しいクラスタ設定を作成するときのテンプレートとし
て使えます

templates

Java コンソールによって使われる様々なテンプレート

types

すべての対応プラットフォームの types.cf ファイル

conf

呼び出される types が含まれた別のディレクトリ。このディレクトリには、
Simulator にとって役立つ各種のリソースタイプ定義が格納されていま
す。タイプ定義ファイルは、プラットフォーム固有のサブディレクトリの中に
存在します。

また、VCS Simulator は、様々なクラスタ設定用のディレクトリをインストールします。
VCS Simulator では、シミュレートした新しいクラスタごとにディレクトリが作成され、
sample_clus ディレクトリの内容がそこにコピーされます。また、クラスタに関連のあるログ
を記録するためのログディレクトリが各クラスタディレクトリ内に作成されます。

VCS Simulator のアップグレード
VCS Simulator をアップグレードするには、次の手順を使用します。
Windows クライアントで VCS Simulator をアップグレードするには

1

VCS Simulator のすべてのインスタンスを停止します。

2

VCS Simulator を実行中の場合は停止します。

3

システムから VCS Simulator を削除します。
■

コントロールパネルで、［プログラムの追加と削除］をダブルクリックします。

420

第 27 章 VCS コンポーネントのインストールまたはアップグレード
VCS エージェントのアップグレード

4

■

［VCS Simulator］を選択します。

■

［追加/削除］をクリックします。

■

アンインストールウィザードの指示に従います。

新しい Simulator をインストールします。
p.419 の 「Windows システムでの VCS Simulator のインストール」 を参照してくだ
さい。

VCS エージェントのアップグレード
installvcs プログラムは、DB2、Oracle、Sybase 用の VCS エージェントをアップグレー
ドしません。これらのエージェントの以前のバージョンがクラスタにインストールされている
場合は、以前のバージョンのエージェントをアンインストールし、新しいバージョンのエー
ジェントを手動でインストールする必要があります。
製品インストーラには、付属RPMとして DB2、Oracle、Sybase 用の VCS エージェント
が含まれています。
VCS エージェントをアップグレードするには

1

インストールの前に、スーパーユーザーとしてログインします。ディスクをマウントし、
ファイルをインストール用の一時フォルダにコピーします。

2

次のコマンドを使って、VCS エージェントのRPMをインストールします。
# rpm -ivh VRTSvcsea-6.100.000-GA_dist.arch.rpm

dist はオペレーティングシステムであり、値は RHEL 6、RHEL 7、SLES 11 のいず
れかです。
arch はアーキテクチャです。値は、RHEL6、RHEL 7、SLES11 の場合は i586 ま
たは i686 です。
アップグレードするエージェントについて詳しくは、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。
エージェントのサポート対象のバージョンについては、『Symantec Cluster Server リリー
スノート』を参照してください。
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VCS インストールの確認
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS インストールの確認について

■

クラスタ UUID について

■

LLT、GAB、および VCS 設定ファイルの検証

■

LLT、GAB、クラスタの動作の検証

■

ディスクグループバージョンのアップグレード

■

ノードでのインストール後チェックの実行

VCS インストールの確認について
VCS をインストールして設定した後、その処理中にインストール、修正した主な VCS 設
定ファイルの内容を検査できます。 これらのファイルには、提供した情報に基づいた設
定が反映されます。 また、VCS コマンドを実行して、LLT、GAB、クラスタの状態を検証
することもできます。

クラスタ UUID について
クラスタ UUID が存在することを確認できます。
クラスタ UUID の存在を確認するには
◆

プロンプトから、cat コマンドを実行します。
cat /etc/vx/.uuids/clusuuid
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クラスタ内のすべてのノードの UUID を表示するには
◆

プロンプトから、任意のノードでコマンドを実行します。
/opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -rsh -clus -display -use_llthost

LLT、GAB、および VCS 設定ファイルの検証
LLT、GAB、および VCS 設定ファイルに、VCS のインストールと設定で指定した情報が
含まれていることを確認してください。
LLT、GAB、および VCS 設定ファイルを検証するには

1

2

設定ファイルのある場所へ移動します。
■

LLT
/etc/llthosts
/etc/llttab

■

GAB
/etc/gabtab

■

VCS
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

設定ファイルの内容を検証します。
p.499 の 「LLT と GAB の設定ファイルについて」 を参照してください。
p.503 の 「VCS 設定ファイルについて」 を参照してください。

LLT、GAB、クラスタの動作の検証
VCS コマンドを使用して、LLT、GAB、クラスタの動作を検証します。
LLT、GAB、クラスタの動作を検証するには

1

クラスタ内の任意のノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS コマンドを実行するために PATH 環境変数が設定されていることを確かめま
す。
p.72 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

3

LLT の動作を検証します。
p.424 の 「LLT の確認」 を参照してください。

4

GAB の動作を検証します。
p.426 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。
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5

クラスタの動作を検証します。
p.427 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。

LLT の確認
lltstat コマンドを使って LLT のリンクが動作していることを確認します。LLT が正しく

設定されれば、このコマンドはクラスタのすべてのノードを表示します。このコマンドは、こ
のコマンドを入力したノードの LLT のリンクに関する情報も返します。
詳しくは lltstat（1M）のマニュアルページを参照してください。
LLT を確認するには

1

ノード sys1 のスーパーユーザーとしてログインします。

2

LLT の状態を表示するには、ノード sys1 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

sys1 の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
*0 sys1
OPEN
1 sys2
OPEN

Links
2
2

各ノードに 2 つのリンクがあり、各ノードは OPEN 状態にあります。アスタリスク（*）
はコマンドを実行したノードを表します。
LLT が動作していない場合、コマンドから LLT リンク情報は返りません。1 つのネッ
トワークのみが接続している場合、コマンドからは次の LLT 統計情報が返ります。
LLT node information:
Node
* 0 sys1
1 sys2
2 sys5

State
OPEN
OPEN
OPEN

Links
2
2
1

3

ノード sys2 のスーパーユーザーとしてログインします。

4

LLT の状態を表示するには、sys2 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

sys2 の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State

Links
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0 sys1
*1 sys2

5

OPEN
OPEN

2
2

LLT についての追加情報を表示するには、各ノードで lltstat -nvv コマンドを実
行します。
たとえば、2 ノードのクラスタのノード sys1 で次のコマンドを実行します。
lltstat -nvv active

sys1 の出力は次のようになります。
Node
*0 sys1

1 sys2

State
OPEN

Link

Status

Address

eth1 UP
eth2 UP

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

eth1 UP
eth2 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

OPEN

クラスタ内の 2 つのアクティブノード sys1 と sys2 の状態が報告されます。
正しく設定された各ノードでは、情報は次を示します。
■

OPEN 状態

■

各リンクの UP 状態

■

各リンクのアドレス

ただし、この例の出力では、このノード sys2 に対して異なる詳細が示されています。
プライベートネットワークの接続が切断されているか、または /etc/llttab のファイルの
情報が不正です。

6

LLT に開いているポートに関する情報を取得するには、任意のノードで lltstat
-p と入力します。
たとえば、2 ノードクラスタのノード sys1 で lltstat -p を入力します。
lltstat -p

出力は次のようになります。
LLT port information:
Port Usage
Cookie
0
gab
0x0
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
connects:
0 1
7
gab
0x7
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
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31

connects:
gab
opens:
connects:

0 1
0x1F
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
0 1

GAB の検証方法
gabconfig -a コマンドを使用して GAB 操作を確認します。このコマンドでは GAB ポー

トのメンバーシップ情報が返ります。
ポートは次を示します。
ポート a

ポート b

■

ノードに GAB 通信があります。

■

gen a36e0003 はランダムに生成された番号です。

■

メンバーシップ 01 は、ノード 0 と 1 が接続されていることを示します。

■

I/O フェンシングドライバが GAB のポート b に接続されることを示します。

メモ: gabconfig コマンドの出力にポート b が表示されるのは、VCS の設定後
に I/O フェンシングを設定した場合のみです。

ポート h

■

gen a23da40d はランダムに生成された番号です。

■

メンバーシップ 01 は、ノード 0 と 1 が接続されていることを示します。

■

VCS は起動しています。

■

gen fd570002 はランダムに生成された番号です

■

メンバーシップ 01 は、ノード 0 と 1 が両方とも実行中の VCS であることを示しま
す

GAB について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
GAB を検証するには

1

GAB が動作していることを確認するには、各ノードで次のコマンドを入力します。
/sbin/gabconfig -a

2

コマンドの出力を確認します。
■

GAB が動作している場合は、次の GAB ポートメンバーシップ情報が返されま
す。
I/O フェンシングが設定されていないクラスタ場合:
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port h gen fd570002 membership 01
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I/O フェンシングが設定されているクラスタの場合:
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port b gen a23da40d membership 01
Port h gen fd570002 membership 01
gabconfig コマンドの出力にポート b が表示されるのは、I/O フェンシングを設

定した場合のみです。 vxfenadm -d コマンドを使って、I/O フェンシングの設定
を検証することもできます。
■

GAB が動作していない場合は、GAB ポートメンバーシップ情報は返されませ
ん。
GAB Port Memberships
===================================

■

1 つのネットワークのみが接続されている場合は、次の GAB ポートメンバーシッ
プ情報が返されます。
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port a gen a36e0003 jeopardy
;1
Port h gen fd570002 membership 01
Port h gen fd570002 jeopardy
;1

クラスタの検証方法
hastatus コマンドを使用してクラスタの状態を確認します。このコマンドはシステム状態

とグループの状態を返します。
hastatus（1M）のマニュアルページを参照してください。

システム状態とその移行については、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照
してください。
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クラスタを確認するには

1

クラスタの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
# hastatus -summary

出力は次のようになります。
-- SYSTEM STATE
-- System
A
A

2

sys1
sys2

State
RUNNING
RUNNING

-- GROUP STATE
-- Group

System

B
B

sys1
sys2

ClusterService
ClusterService

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
OFFLINE

コマンド出力で次の情報を確認します。
■

システム状態
システム状態の値が RUNNING の場合、クラスタは正常に起動しています。

■

ClusterService グループの状態
出力例では、グループの状態は ClusterService グループをリストし、sys1 では
ONLINE、sys2 では OFFLINE になっています。

クラスタノードの検証
hasys -display コマンドを使用して、クラスタシステムの情報を確認します。出力され

た各ノードの情報は同じようになります。
hasys（1M）のマニュアルページを参照してください。

VCS のシステム属性については、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
クラスタノードを確認するには
◆

いずれかのノードで hasys -display コマンドを入力します。
# hasys -display

次の例は SPARC の手順で、コマンドをノード sys1 で実行した場合を示していま
す。リストされる情報は、sys2（例示なし）の場合もクラスタ内の他のどのノードの場合
も同様です。
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#System

Attribute

Value

sys1

AgentsStopped

0

sys1

AvailableCapacity

100

sys1

CPUThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

sys1

CPUUsage

0

sys1

CPUUsageMonitoring

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

sys1

Capacity

100

sys1

ConfigBlockCount

293

sys1

ConfigCheckSum

37283

sys1

ConfigDiskState

CURRENT

sys1

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

sys1

ConfigInfoCnt

0

sys1

ConfigModDate

Mon Sep 03 07:14:23 CDT 2012

sys1

ConnectorState

Up

sys1

CurrentLimits

sys1

DiskHbStatus

sys1

DynamicLoad

0

sys1

EngineRestarted

0

sys1

EngineVersion

6.2.00.0

sys1

FencingWeight

0

sys1

Frozen

0

sys1

GUIIPAddr

sys1

HostUtilization

CPU 0 Swap 0

sys1

LLTNodeId

0
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sys1

LicenseType

PERMANENT_SITE

sys1

Limits

sys1

LinkHbStatus

eth1 UP eth2 UP

sys1

LoadTimeCounter

0

sys1

LoadTimeThreshold

600

sys1

LoadWarningLevel

80

sys1

NoAutoDisable

0

sys1

NodeId

0

sys1

OnGrpCnt

7

sys1

PhysicalServer

sys1

ShutdownTimeout

600

sys1

SourceFile

./main.cf

sys1

SwapThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

sys1

SysInfo

Linux:sys1,#1 SMP Fri Jul 8
17:36:59 EDT
2011,2.6.18-274.el5,x86_64

sys1

SysName

sys1

sys1

SysState

RUNNING

sys1

SystemLocation

sys1

SystemOwner

sys1

SystemRecipients

sys1

TFrozen

0

sys1

TRSE

0

sys1

UpDownState

Up

sys1

UserInt

0

sys1

UserStr

sys1

VCSFeatures

DR
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sys1

VCSMode

VCS

ディスクグループバージョンのアップグレード
以前のバージョンから 6.2 にアップグレードした後、ディスクグループのバージョンを手動
でアップグレードする必要があります。
ディスクグループのバージョンをアップグレードするには、最初に vxdctl upgrade コマ
ンドを使用してクラスタプロトコルのバージョンをアップグレードする必要があります。
# vxdctl list
Volboot file
version: 3/1
seqno:
0.1
cluster protocol version: 120
hostid: sys1
hostguid: {fca678ac-e0ef-11e2-b22c-5e26fd3b6f13}
#
# vxdctl upgrade
#
# vxdctl list
Volboot file
version: 3/1
seqno:
0.2
cluster protocol version: 140
hostid: sys1
hostguid: {fca678ac-e0ef-11e2-b22c-5e26fd3b6f13}

クラスタプロトコルのバージョンが 140 になり、ディスクグループのバージョンが 200 に
アップグレードされていることを確認します。
# vxdctl list |grep version
version:
140
#
# vxdg upgrade dg_name
#
# vxdg list dg_name |grep version
version:

200
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ノードでのインストール後チェックの実行
インストーラの postcheck コマンドは、インストールに関連する問題の判断に役立ちま
す。また、トラブルシューティングに関する情報を提供します。
p.432 の 「postcheck オプションの使用について」 を参照してください。
ノードで postcheck コマンドを実行するには

1

-postcheck オプションを指定してインストーラを実行します。
# ./installer -postcheck system_name

2

インストール関連の情報を確認します。

postcheck オプションの使用について
インストール後チェックを使うことで、インストールに関連する問題を判断し、トラブルシュー
ティングに役立てることができます。
メモ: このコマンドオプションを使うと、ノードでダウンタイムが発生します。
postcheck オプションを使うと、次の VCS 関連の問題をトラブルシューティングするとき

に役立ちます。
■

ハートビートリンクが存在しません。

■

ハートビートリンクが通信できません。

■

ハートビートリンクは結合または集約された NIC の一部を構成しています。

■

重複したクラスタ ID が存在します（LLT が検査時に実行されていない場合）。

■

ノード間で VRTSllt pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

llt-linkinstall 値が正しくありません。

■

/etc/llthosts 設定および /etc/llttab 設定が正しくありません。

■

/etc/gabtab ファイルが正しくありません。

■

GAB の linkinstall 値の中に、正しくない値が存在します。

■

ノード間で VRTSgab pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

main.cf ファイルまたは types.cf ファイルが無効です。

■

/etc/VRTSvcs/conf/sysname ファイルとホスト名の整合性がとれていません。

■

クラスタ UUID が存在しません。

■

uuidconfig.pl ファイルが見つかりません。
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■

ノード間で VRTSvcs pkg バージョンの整合性がとれていません。

■

/etc/vxfenmode ファイルが見つからないか、または正しくありません。

■

/etc/vxfendg file ファイルが無効です。

■

vxfen link-install 値が正しくありません。

■

VRTSvxfen pkg バージョンの整合性がとれていません。

postcheck オプションは次の SFHA または SFCFSHA の問題をトラブルシューティン

グするうえで役立ちます。
■

/etc/vx/reconfig.d/state.d/install-db ファイルが削除されなかったため、

Volume Manager を起動できません。
■

volboot ファイルがロードされていないため、Volume Manager を起動できません。

■

ライセンスが存在しないため、Volume Manager を起動できません。

■

main.cf ファイルの CVM 設定が正しくないため、Volume Manager を起動できま

せん。たとえば、Autostartlist 値がノードで見つかりません。
■

/etc/llthosts ファイルでノード ID の整合性がとれていないため、Cluster Volume

Manager をオンラインにすることができません。
■

Vxfen が起動されていないため、Cluster Volume Manager をオンラインにすること
ができません。

■

gab が設定されていないため、Cluster Volume Manager を起動できません。

■

CVM プロトコルが一致しないため、Cluster Volume Manager をオンラインにするこ
とができません。

■

Cluster Volume Manager のグループ名が「cvm」から変更されたため、CVM がオ
フラインになります。

インストーラのインストール後チェックオプションを使用することで、次の検査を実行できま
す。
すべての製品に対する全般的な検査:
■

すべての必須RPMがインストールされている。

■

必須の RPM のバージョンが正しい。

■

必須の RPM の検証問題がない。

Volume Manager（VM）の検査:
■

動作していないデーモンの一覧表示（vxattachd、vxconfigbackupd、vxesd、
vxrelocd ...）。

■

状態が online または online shared ではないディスクの一覧表示（vxdisk list）。

■

状態が enabled ではないディスクグループの一覧表示（vxdg list）。
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■

状態が enabled ではないボリュームの一覧表示（vxprint -g <dgname>）。

■

状態が Unstartable であるボリュームの一覧表示（vxinfo -g <dgname>）。

■

/etc/fstab に設定されていないボリュームの一覧表示。

ファイルシステム（FS）の検査:
■

ロードされていない VxFS カーネルモジュールの一覧表示（vxfs/fdd/vxportal）。

■

/etc/fstab ファイルにあるすべての VxFS ファイルシステムがマウントされているか

どうか。
■

/etc/fstab にあるすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 6 以降を使

用しているかどうか。
■

マウントされているすべての VxFS ファイルシステムがディスクレイアウト 6 以降を使
用しているかどうか。

Cluster File System の検査:
■

FS と ODM が最新のプロトコルレベルで動作しているかどうか。

■

マウントされているすべての CFS ファイルシステムが VCS によって管理されている
かどうか。

■

cvm サービスグループがオンラインであるかどうか。

p.432 の 「ノードでのインストール後チェックの実行」 を参照してください。
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クラスタノードの追加と削除

■

第29章 単一ノードクラスタへのノードの追加

■

第30章 マルチノード VCS クラスタへのノードの追加

■

第31章 VCS クラスタからのノードの削除

29
単一ノードクラスタへのノー
ドの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

シングルノードクラスタへのノードの追加

シングルノードクラスタへのノードの追加
新しいクラスタ内のすべてのノード上で、同じバージョンの VCS を実行する必要がありま
す。この手順の例では、既存のシングルノードの VCS ノードをノード A とします。ノード
A と結合してマルチノードクラスタを形成するノードをノード B とします。
シングルノードクラスタにノードを追加するために必要な操作を 表 29-1 に示します。
表 29-1

シングルノードクラスタにノードを追加するためのタスク

タスク

参照

ノード B をノード A と互換性があるように
設定する。

p.437 の 「シングルノードクラスタと結合させるノードの
設定」 を参照してください。

■

■

■

ノード B にプライベートハートビートネッ p.438 の 「プライベートネットワーク用のイーサネット
トワーク用のイーサネットカードを追加 カードの取り付けと設定」 を参照してください。
する。
必要に応じて、ノード A にプライベート
ハートビートネットワーク用のイーサネッ
トカードを追加する。
2 つのノードをイーサネットケーブルで
接続する。

両方のノードを共有ストレージに接続する。 p.439 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
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タスク

参照

■

VCS をノード A 上で起動する。

■

設定ファイルを編集する。

必要に応じて、ノード B に VCS をインス
トールし、ライセンスキーを追加する。
ノード B が、ノード A と同じバージョンの
VCS を実行していることを確認する。

p.439 の 「既存ノードの起動」 を参照してください。

p.440 の 「ノードをシングルノードクラスタに追加する場
合の VCS ソフトウェアの手動インストール」 を参照し
てください。

ノード B 上で設定ファイルを編集する。

p.503 の 「VCS 設定ファイルについて」 を参照してく
ださい。

ノード B で LLT と GAB を起動する。

p.440 の 「LLT と GAB の起動」 を参照してください。

■

ノード A で LLT と GAB を起動する。

■

ノード A の UUID をノード Bにコピー
する。
ノード A で VCS を再起動する。

■
■

2 つのノードのサービスグループを修
正する。

■

ノード B で VCS を起動する。

■

2 ノードクラスタを検証する。

p.441 の 「既存ノードでの VCS の再設定」 を参照して
ください。

p.442 の 「両方のノードの設定の検証」 を参照してくだ
さい。

シングルノードクラスタと結合させるノードの設定
VCS を実行する既存のシングルノードを結合する新しいノードでは、同じオペレーティン
グシステムを実行している必要があります。
シングルノードクラスタに結合させるノードを設定するには

1

次のタスクのいずれかを実行します。
■

ノード B で現在 VCS が実行されていない場合は、手順 2 に進んでください。

■

ノード B として追加しようとしているノードが現在、既存のクラスタに含まれている
場合は、そのノードをクラスタから削除してください。クラスタからノードを削除し
た後、VCS RPMと設定ファイルを削除します。
p.461 の 「VCS クラスタからのノードの削除」 を参照してください。

■

ノード B として追加しようとしているノードも現在、単一の VCS ノードである場合
は、VCS をアンインストールします。
p.472 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアンインストール」 を参
照してください。

■

LLT と GAB の起動ファイルの名前を変更した場合は、それらを削除します。
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2

必要に応じて、VxVM と VxFS をインストールします。
p.438 の 「VxVM と VxFS のインストール（オプション）」 を参照してください。

VxVM と VxFS のインストール（オプション）
クラスタオプションを備えた VxVM または VxFS が既存のノードにインストールされてい
る場合、新しいノードに同じバージョンをインストールします。
インストールされた製品のバージョンを確認するには、VxVM と VxFS のマニュアルを参
照してください。共有ストレージを使うノードで実行される製品のバージョンは必ず同じに
してください。

プライベートネットワーク用のイーサネットカードの取り付けと設定
どちらのノードにも、プライベートネットワークを有効にするイーサネットカード（NIC）が必
要です。ノード A とノード B の両方にイーサネットカードがすでに取り付けられている場
合は、この手順を無視してください。
高可用性の場合は、各ノードに別の NIC を 2 個使用します。2 つの NIC はハートビー
トに冗長性を持たせます。
p.65 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
プライベートネットワーク用のイーサネットカードを取り付けて設定するには

1

ノード A で VCS を停止します。
# hastop -local

2

ノードをシャットダウンして［OK］プロンプトを出します。
# shutdown -r now

3

ノード A にイーサネットカードを取り付けます。
集約インターフェースを使用してプライベートネットワークを設定する場合は、集約イ
ンターフェースを設定します。

4

ノード B にイーサネットカードを取り付けます。
集約インターフェースを使用してプライベートネットワークを設定する場合は、集約イ
ンターフェースを設定します。

5

両方のノードで、イーサネットカードを設定します。

6

ノード A からノード B に 2 本のイーサネットケーブルを接続してプライベートネット
ワークを形成します。

7

ノードを再起動します。
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共有ストレージの設定
ノード B から共有ストレージに接続します。ノード B で VxVM を設定し、メッセージが表
示されたらノードを再起動します。
p.69 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
p.70 の 「共有ストレージの設定: ファイバーチャネル」 を参照してください。

既存ノードの起動
ノードを起動します。
ノードを起動するには

1

ノード A を再起動します。

2

スーパーユーザーとしてログインします。

3

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw

4

現在設定されているサービスグループを表示します。
# hagrp -list

5

サービスグループをフリーズします。
# hagrp -freeze group -persistent

手順 4 でサービスグループごとにこのコマンドを繰り返します。

6

VCS の設定を読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

7

ノード A で VCS を停止します。
# hastop -local -force
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8

VCS システム設定ファイル /etc/sysconfig/vcs を次のように編集します。
特定の行を変更します。
ONENODE=yes

変更後:
ONENODE=no

9

GAB と LLT の起動ファイルを使えるように有効にします。
# mv /etc/init.d/gab.old /etc/init.d/gab
# mv /etc/init.d/llt.old /etc/init.d/llt

ノードをシングルノードクラスタに追加する場合の VCS ソフトウェアの手
動インストール
VCS 6.2 RPMを手動でインストールし、ライセンスキーをインストールします。
次の項を参照してください。
■

p.248 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

設定ファイルの作成
クラスタの設定ファイルを作成します。
設定ファイルを作成するには

1

2 ノードクラスタ用に /etc/llttab ファイルを作成します。
p.264 の 「手動インストールのための /etc/llttab の設定」 を参照してください。

2

両方のノードを列挙した /etc/llthosts ファイルを作成します。
p.264 の 「手動インストールのための /etc/llthosts の設定」 を参照してください。

3

/etc/gabtab ファイルを作成します。
p.267 の 「GAB の手動設定」 を参照してください。

LLT と GAB の起動
新しいノードで、LLT と GAB を起動します。
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LLT と GAB を起動するには

1

ノード B で LLT を起動します。
# /etc/init.d/llt start

2

ノード B で GAB を起動します。
# /etc/init.d/gab start

既存ノードでの VCS の再設定
既存ノードで VCS を再設定します。
既存のノードで VCS を再設定するには

1

ノード A で、ファイル /etc/llttab、/etc/llthosts、/etc/gabtab を作成します。ノード B
で作成したファイルを参考にして、/etc/llttab をノード A 用にカスタマイズします。

2

ノード A で LLT を起動します。
# /etc/init.d/llt start

3

ノード A で GAB を起動します。
# /etc/init.d/gab start

4

クラスタのメンバーシップを確認します。
# gabconfig -a

5

既存のノードから新しいノードにクラスタ UUID をコピーします。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -copy -from_sys ¥
node_name_in_running_cluster -to_sys new_sys1 ... new_sysn

ここでは、クラスタ内のノード（node_name_in_running_cluster）のクラスタ UUID
を、クラスタに参加させる new_sys1 から new_sysn までのシステムにコピーしてい
ます。

6

ノード A で VCS を起動します。
# hastart

7

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw
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8

ノード B をクラスタに追加します。
# hasys -add sysB

9

ノード B を各サービスグループのシステムリストに追加します。
■

サービスグループを一覧表示します。
# hagrp -list

■

一覧に示された各サービスグループにノードを追加します。
# hagrp -modify group SystemList -add sysB 1

両方のノードの設定の検証
ノードのための設定を検証します。
ノードの設定を検証するには

1

ノード B で、クラスタメンバーシップを確認します。
# gabconfig -a

2

ノード B で VCS を起動します。
# hastart

3

VCS が両方のノードで稼動していることを検証します。
# hastatus

4

サービスグループを一覧表示します。
# hagrp -list

5

サービスグループをアンフリーズします。
# hagrp -unfreeze group -persistent

6

新しい 2 つのノード設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS インストーラを使ったノードの追加

■

Web ベースのインストーラを使ったノードの追加

■

手動によるクラスタへのノードの追加

VCS インストーラを使ったノードの追加
VCS インストーラは次のタスクを実行します。
■

ノードと既存のクラスタが通信の必要条件を満たしていることを確認する。

■

新しいノードにインストールされている製品とRPMを確認します。

■

新しいノードでネットワークインターフェースを検出し、インターフェースの設定を確認
します。

■

新しいノードで次のファイルを作成する。
/etc/llttab
/etc/VRTSvcs/conf/sysname

■

次の設定ファイルを更新し、新しいノードにコピーする。
/etc/llthosts
/etc/gabtab
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

■

既存のクラスタから新しいノードに次のファイルをコピーする
/etc/vxfenmode
/etc/vxfendg
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/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/sysconfig/llt
/etc/sysconfig/gab
/etc/sysconfig/vxfen
■

既存のクラスタで使っているフェンシングモードに応じて、ディスクベースのフェンシン
グまたはサーバーベースのフェンシングを設定する。

プロセスの終了後に、新しいノードが VCS クラスタに参加します。
メモ: 既存のクラスタにサーバーベースのフェンシングを設定した場合は、CP サーバー
に新しいノードのエントリが含まれていないことを確認します。 CP サーバーにすでに新
しいノードのエントリが含まれている場合は、クラスタにノードを追加する前にこれらのエ
ントリを削除します。削除しない場合は、プロセスでエラーが起きることがあります。
VCS インストーラを使って既存の VCS クラスタにノードを追加するには

1

既存のクラスタのノードのいずれかに root ユーザーとしてログインします。

2

-addnode オプションを指定して VCS インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installvcs<version> -addnode

<version> はリリースバージョン固有のものです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
インストーラにより、著作権メッセージと、一時インストールログの格納場所が表示さ
れます。

3

既存の VCS クラスタのノード名を入力します。 インストーラでは既存のクラスタを識
別するためにノード情報が使われます。
Enter a node name in the VCS cluster to which
you want to add a node: sys1

4

クラスタ情報を見直して確認します。

5

クラスタに新しいノードとして追加するシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces
to add to the cluster: sys5

インストーラによってノードにインストールされた製品とRPMが確認され、ネットワー
クインターフェースが検出されます。
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6

第 1 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
メモ: 新しいノードの LLT 設定が既存のクラスタと同じである必要があります。既存
のクラスタで UDP 経由の LLT が使われている場合は、新しいノードの UDP 経由
の LLT について尋ねられます。既存のクラスタで RDMA 上の LLT が使われてい
る場合は、新しいノードの RDMA 上の LLT について尋ねられます。
p.131 の 「プライベートハートビートリンクの設定」 を参照してください。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on sys5: [b,q,?] eth1

7

第 2 のプライベートハートビートリンクを設定するには、y と入力します。
メモ: クラスタの可用性を高くするために、少なくとも 2 つのプライベートハートビート
リンクを設定する必要があります。
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)

8

第 2 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
Enter the NIC for the second private heartbeat link
on sys5: [b,q,?] eth2

9

既存のクラスタに設定されている LLT リンクの数に応じて、新しいノードに追加プラ
イベートハートビートリンクを設定します。
インストーラによってネットワークインターフェースの設定が確認され、情報が表示さ
れます。

10 情報を確認します。
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11 既存のクラスタで SMTP、SNMP、グローバルクラスタオプションを設定している場
合は、新しいノードの NIC 情報を求めるメッセージが表示されます。
Enter the NIC for VCS to use on sys5: eth3

12 クラスタのセキュリティを有効にすると、インストーラが次のメッセージを表示します。
Since the cluster is in secure mode, please check
the main.cf to see whether you would like to modify
the usergroup that you would like to grant read access.

ユーザーグループを修正して安全なクラスタに読み込みアクセスを認可するには、
次のコマンドを使います。

haconf
hauser
haclus
haconf

-makerw
-addpriv <user group> GuestGroup
-modify <user group> GuestGroup
-dump -makero

Web ベースのインストーラを使ったノードの追加
Web ベースのインストーラを使って、クラスタにノードを追加できます。
Web ベースのインストーラを使ってクラスタにノードを追加するには

1

［タスク（Task）］プルダウンメニューで、［クラスタノードの追加（Add a Cluster node）］
を選択します。
製品のプルダウンメニューから、製品を選択します。
［次へ］ボタンをクリックします。

2

［OK］をクリックして、ノードを追加するための前提条件を確認します。

3

［システム名（System Names）］フィールドで、ノードを追加するクラスタ内でのノー
ドの名前を入力し、［OK］をクリックします。
システム間通信と互換性が検査されます。ノードの検査が失敗した場合は、エラー
を確認して問題を解決します。
クラスタの名前、ID、そのシステムの確認を求められたら、確認します。 ［はい（Yes）］
ボタンをクリックして続行します。
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4

［システム名（System Names）］フィールドで、ノードとしてクラスタに追加するシステ
ムの名前を入力します。 システム名はスペースで区切ります。［次へ］ボタンをクリッ
クします。
システム間通信と互換性が検査されます。システムの検査が失敗した場合は、エラー
を確認して問題を解決します。
［次へ］ボタンをクリックします。確認を求められたら、システムを追加して続行する場
合は［はい（Yes）］ボタンをクリックします。

5

ハートビート NIC プルダウンメニューから、クラスタのハートビート NIC を選択しま
す。 ［次へ（Next）］ボタンをクリックします。

6

追加が完了したら、ログファイルを確認します。 シマンテック社にインストール情報を
送信します（任意）。 ［完了（Finish）］ボタンをクリックすると、クラスタへのノードの追
加が完了します。

手動によるクラスタへのノードの追加
クラスタに追加するシステムは、ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たしている必
要があります。
p.35 の 「VCS のハードウェア必要条件」 を参照してください。
クラスタの追加に必要なタスクを 表 30-1 に示します。この例は、すでに存在するノード
sys1 と sys2 にノード saturn を追加する方法を示しています。
表 30-1

クラスタにノードを追加する場合に必要なタスク

タスク

参照

ハードウェアを設定する。

p.448 の 「ハードウェアの設定」 を参照してください。

ソフトウェアを手動でインス
トールする。

p.246 の 「手動インストールにおける VCS RPM のインストール」 を
参照してください。

ライセンスキーを追加する。

p.248 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照
してください。

LLT と GAB を設定する。

p.451 の 「クラスタにノードを追加するときの LLT および GAB の設
定」 を参照してください。

UUID をコピーする。

p.441 の 「既存ノードでの VCS の再設定」 を参照してください。

既存のクラスタにノードを追加 p.457 の 「既存のクラスタへのノードの追加」 を参照してください。
する。
VCS を起動し、クラスタを検 p.457 の 「VCS の起動とクラスタの検証」 を参照してください。
証する。
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ハードウェアの設定
図 30-1では、既存のクラスタに新しいシステムを設定する前に、クラスタにシステムを物
理的に追加する必要があることを示します。
2 つのスイッチを使った、2 ノードクラスタへのノードの追加

図 30-1
新しいノード:
saturn

ハードウェアを設定するには

1

VCS プライベートネットワーク用イーサネットコントローラを接続します。
必要に応じて次のタスクを実行します。
■

2 ノードクラスタにノードを追加するとき、プライベートネットワーク接続のための
独立したスイッチまたはハブを使用します。2 ノードのクラスタにはクロスオーバー
ケーブルのみを使うことができます。そのためスイッチまたはハブのケーブルを
スワップアウトしなければならないことがあります。

■

すでに独立したハブを使っている場合は、新しいノードの 2 つのイーサネットコ
ントローラをその独立したハブに接続します。

図 30-1 は、2 つの独立したハブを使って、既存の 2 ノードクラスタに新しいノードを
追加している様子を示しています。

2

必要に応じて、システムを共有ストレージに接続します。

ノード追加時の手動による VCS ソフトウェアのインストール
VCS 6.2 RPMを手動でインストールし、ライセンスキーを追加します。
詳しくは、次の項を参照してください。
■

p.244 の 「VCS ソフトウェアの手動によるインストール」 を参照してください。

■

p.248 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

セキュアモードで動作するノードの設定
セキュアモードで動作しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで動作していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進んでください。
p.451 の 「クラスタにノードを追加するときの LLT および GAB の設定」 を参照してくださ
い。
以下のコマンド例では、表 30-2 に示す次の情報を使います。
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表 30-2

コマンド例の定義

名前

完全修飾ホスト名（FQHN） 機能

sys5

sys5.nodes.example.com

クラスタに追加する新しいノード

sys5 ノードでの認証ブローカーの設定
sys5 ノード上で認証ブローカーを設定するには

1

埋め込まれた認証ファイルを抽出し、一時ディレクトリにコピーします。
# mkdir -p /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup
# cd /tmp; gunzip -c /opt/VRTSvcs/bin/VxAT.tar.gz | tar xvf -

2

セットアップファイルを手動で編集します。
# cat /etc/vx/.uuids/clusuuid 2>&1

出力は UUID を示す文字列です。 この UUID （{ and } なし）はセットアップファイル
の ClusterName として使われます。
{UUID}
# cat /tmp/eat_setup 2>&1

ファイルの内容は次の例のようになります。
AcceptorMode=IP_ONLY
BrokerExeName=vcsauthserver
ClusterName=UUID
DataDir=/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER
DestDir=/opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver
FipsMode=0
IPPort=14149
RootBrokerName=vcsroot_uuid
SetToRBPlusABorNot=0
SetupPDRs=1
SourceDir=/tmp/VxAT/version
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3

450

埋め込まれた認証ファイルを設定します。
# cd /tmp/VxAT/version/bin/edition_number; ¥
./broker_setup.sh/tmp/eat_setup
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssregctl -s -f
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER/root/.VRTSat/profile ¥
/VRTSatlocal.conf -b 'Security¥Authentication ¥
¥Authentication Broker' -k UpdatedDebugLogFileName ¥
-v /var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log -t string

4

bkup ディレクトリ全体をコピーして、クラスタの単一ノードから sys5 にブローカーの

信用証明をコピーします。
bkup ディレクトリの内容は次の例のようになります。
# cd /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup/
# ls
CMDSERVER

5

HAD

VCS_SERVICES

WAC

VCS_SERVICES ドメインをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCSAUTHSERVER -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/VCS_SERVICES -p password

6

HAD、CMDSERVER、WAC のクレデンシャルをインポートします。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/atutil import -z ¥
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/VCS_SERVICES -f /var/VRTSvcs/vcsauth/bkup ¥
/HAD -p password

7

sys5 上で vcsauthserver プロセスを開始します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh

第 30 章 マルチノード VCS クラスタへのノードの追加
手動によるクラスタへのノードの追加

8
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次のタスクを実行します。
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CLIENT
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST
# export EAT_DATA_DIR='/var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST'
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat setuptrust -b ¥
localhost:14149 -s high

9

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

クラスタにノードを追加するときの LLT および GAB の設定
新しいノードに LLT と GAB の設定ファイルを作成し、既存のノード上にあるファイルを
更新します。
クラスタにノードを追加するときに LLT を設定するには

1

新しいノードで、/etc/llthosts ファイルを作成します。また、クラスタ内の現在のノード
の各ファイルもアップグレードする必要があります。
たとえば、sys1 と sys2 で構成されたクラスタに sys5 を追加するとします。
■

いずれかの既存ノードのファイルが次のようになっていた場合は、
0 sys1
1 sys2

■

新しいノードを含むすべてのノードのファイルを、次のようにアップグレードしま
す。
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0 sys1
1 sys2
2 sys5

2

新しいノードで /etc/llttab ファイルを作成し、「set-node」で始まる行に新しいノード
が指定されていることを確認します。
既存のノードのファイル /etc/llttab を参考にできます。
次の例は、ノード sys2 がクラスタ ID 2 のクラスタの新しいノードであるシステムを示
しています。
set-node sys2
set-cluster 2
link eth1 eth-00:04:23:AC:12:C4 - ether - link eth2 eth-00:04:23:AC:12:C5 - ether - -

3

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/sysconfig/llt

4

新しいシステムで、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/llt start

UDP 経由の LLT では、新しいノードとクラスタ内のすべての既存のノードがルー
ターで分離されていない場合、新しいノードは既存のクラスタに自動的に参加しま
す。ただし、IPv6 アドレスを使用する UDP6 経由の LLT リンクを使う場合や、新し
いノードと既存のノードがルーターで分離されている場合は、次の手順を実行してく
ださい。
■

各ノードで /etc/llttab ファイルを編集し、新しいノードのリンク情報を反映し
ます。

■

すべての既存のノードに新しいノードの UDP リンクのための IPv6 アドレスを指
定します。既存のノードへの UDP リンクごとに次のコマンドを実行します。
# /sbin/lltconfig -a set systemid device_tag address

クラスタにノードを追加するときに GAB を設定するには

1

新しいシステムでファイル /etc/gabtab を作成します。
■

既存のノードの /etc/gabtab ファイルが次のようになっていた場合は、
/sbin/gabconfig -c
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新しいノードのファイルは同じファイルです。-c -nN オプション（N はクラスタノー
ドの総数）を使うことを推奨します。
■

既存のノードの /etc/gabtab ファイルが次のようになっていた場合は、
/sbin/gabconfig -c -n2

新しいノードを含むすべてのノードのファイルを、クラスタノードの数の変更を反
映するように変更してください。たとえば、各ノードの新しいファイルは次のように
なります。
/sbin/gabconfig -c -n3
-n フラグは、VCS が起動する前に、クラスタを形成するために必要なノードの数

を VCS に通知します。

2

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/sysconfig/gab

3

GAB を設定するには、新しいノードで次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/gab start

GAB を検証するには

1

新しいノードで、次のコマンドを実行します。
# /sbin/gabconfig -a

このコマンドの出力では、新しいノードを含むすべてのノードがポート a のメンバー
シップに表示されます。次に出力の例を示します。
GAB Port Memberships
====================================
Port a gen a3640003 membership 012

p.426 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

2

他のノード（sys1 と sys2）で同じコマンドを実行して、ポート a のメンバーシップに
新しいノードが含まれていることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
====================================
Port a gen a3640003 membership 012
Port h gen fd570002 membership 01
Port h gen fd570002
visible ; 2
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新しいノードでの I/O フェンシングの設定
既存のクラスタが I/O フェンシング用に設定されている場合、新しいノードで次のタスクを
実行します。
■

新しいノードで I/O フェンシングの設定を準備します。
p.454 の 「新しいノードでの I/O フェンシング設定の準備」 を参照してください。

■

既存のクラスタでサーバーベースのフェンシングを実行している場合は、新しいノー
ドでサーバーベースのフェンシングを設定します。
p.455 の 「新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定」 を参照してくださ
い。
既存のクラスタがディスクベースのフェンシングを実行している場合は、追加の手順を
実行する必要はありません。 次のタスクに進みます。 I/O フェンシングファイルをコ
ピーして I/O フェンシングを開始すると、ディスクベースのフェンシングが自動的に起
動されます。

■

既存のノードから新しいノードに I/O フェンシングファイルをコピーし、新しいノードで
I/O フェンシングを開始します。
p.456 の 「新しいノードでの I/O フェンシングの開始」 を参照してください。

既存のクラスタが I/O フェンシング用に設定されていない場合は、既存のクラスタに新し
いノードを追加する手順を実行します。
p.457 の 「既存のクラスタへのノードの追加」 を参照してください。

新しいノードでの I/O フェンシング設定の準備
新しいノードで I/O フェンシングを設定し開始する前に、次のタスクを実行します。
新しいノードで I/O フェンシングを設定する準備を行うには

1

既存のクラスタで実行しているフェンシング機構がディスクベースかサーバーベース
かを判断します。 既存のクラスタ内のいずれかのノードで、次のコマンドを実行しま
す。
# vxfenadm -d

出力のフェンシングモードが SCSI3 なら、クラスタで使われているフェンシングは
ディスクベースです。
出力のフェンシングモードが CUSTOMIZED なら、クラスタで使われているフェンシ
ングはサーバーベースです。

2

次の場合、新しいノードで VxVM（Veritas Volume Manager）をインストールし設定
します。
■

既存のクラスタでディスクベースのフェンシングを使っている。
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■

既存のクラスタで、コーディネータディスクが少なくとも 1 つあるサーバーベース
のフェンシングを使っている。

既存のクラスタで、すべての調整ポイントが CP サーバーであるサーバーベースの
フェンシングを使っている場合は、この手順を実行する必要はありません。
インストール手順について詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High
Availability インストールガイド』を参照してください。

新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定
この項では、新しいノードにサーバーベースのフェンシングを設定するための手順につ
いて説明します。既存のクラスタで、設定されているサーバーベースのフェンシングのモー
ドが、セキュアモードか非セキュアモードかに応じて、次の手順のいずれかのタスクを実
行します。
■

非セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには」

■

セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには」

新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c clus1 -h sys5 -n2
Node 2 (sys5) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com ¥
-a list_nodes

コマンドの出力に、新しいノードが一覧表示される必要があります。

4

各 CP サーバーに、VCS ユーザー cpsclient@sys5 を追加します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com ¥
-a add_user -e cpsclient@sys5 ¥
-f cps_operator -g vx
User cpsclient@sys5 successfully added
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新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c clus1 -h sys5 -n2
Node 2 (sys5) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s cps1.symantecexample.com -a list_nodes

出力に新しいノードが一覧表示される必要があります。

vxfen サービスグループへの新しいノードの追加
vxfen サービスグループに新しいノードを追加するには、次の手順に従います。
CLI を使って vxfen グループに新しいノードを追加するには

1

既存の VCS クラスタノードのいずれかで、クラスタの設定を読み書き両用モードに
設定します。
# haconf -makerw

2

既存の vxfen グループに sys5 を追加します。
# hagrp -modify vxfen SystemList -add sys5 2

3

VCS クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero

新しいノードでの I/O フェンシングの開始
既存のノードから新しいノードに I/O フェンシングファイルをコピーし、新しいノードで I/O
フェンシングを開始します。このタスクは、既存のクラスタで設定されているフェンシング
機構に基づいて I/O フェンシングを開始します。
新しいノードで I/O フェンシングを開始するには

1

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに、次の I/O フェンシング設
定ファイルをコピーします。
■

/etc/vxfenmode

■

/etc/vxfendg—このファイルはディスクベースのフェンシングにのみ必要です。
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■

2

/etc/sysconfig/vxfen

新しいノードで I/O フェンシングを開始します。
# /etc/init.d/vxfen start

3

新しいノードで GAB 設定コマンドを実行して、ポート b のメンバーシップが作成さ
れていることを確認します。
# gabconfig -a

既存のクラスタへのノードの追加
クラスタ内のいずれかの既存ノードで、次の操作を行います。
既存のクラスタに新しいノードを追加するには

1

次のコマンドを入力します。
# haconf -makerw

2

新しいシステムをクラスタに追加します。
# hasys -add sys1

3

main.cf ファイルを既存のノードから新しいノードにコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/

4

VCS 設定ファイルを確認します。エラーメッセージが表示されず、戻り値がゼロの場
合、構文は適切です。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config/

5

必要に応じて、追加するシステムの属性を変更します。

6

次のコマンドを入力します。
# haconf -dump -makero

VCS の起動とクラスタの検証
新しいノードをクラスタに追加したら、VCS を起動し、クラスタを検証します。
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VCS を起動し、クラスタを検証するには

1

新しく追加されたシステムで VCS を起動します。
# hastart

2

各ノードで GAB 設定コマンドを実行して、ポート a とポート h のメンバーシップに新
しいノードが含まれていることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a3640003 membership 012
Port h gen fd570002 membership 012

応答ファイルを使ったノードの追加
通常、インストーラが 1 つのシステムに生成した応答ファイルを使うと、既存のクラスタに
ノードを追加できます。
応答ファイルを使ってノードを追加するには

1

ノードを追加するシステムが要件を満たしていることを確認します。

2

既存の VCS クラスタにノードを追加するための準備に必要なすべてのタスクが完了
していることを確認します。

3

ノードを追加するシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.459 の 「ノードを VCS クラスタに追加するための応答ファイルの例」 を参照してく
ださい。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.459 の 「VCS クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数」 を参照して
ください。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからノードの追加を開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installvcs -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
既存のクラスタのフェンシング設定に応じて、インストーラが新しいノードでフェンシ
ングを設定します。その後、Symantec の必須プロセスのすべてが起動し、新しい
ノードがクラスタに参加します。インストーラは、実行された処理の詳細と共に、ログ
ファイルと概略ファイルの場所を示します。

VCS クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数
表 30-3 に、VCS クラスタにノードを追加するために定義できる応答ファイルの変数の一
覧を示します。
表 30-3

VCS クラスタにノードを追加するための応答ファイルの変数

変数

説明

$CFG{opt}{addnode}

既存のクラスタにノードを追加します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

$CFG{newnodes}

クラスタに追加する新しいノードを指定
します。
リストまたはスカラー: リスト
オプションまたは必須: 必須

ノードを VCS クラスタに追加するための応答ファイルの例
次に、VCS クラスタにノードを追加するための応答ファイルの例を示します。
our %CFG;
$CFG{clustersystems}=[ qw(sys1) ];
$CFG{newnodes}=[ qw(sys5) ];
$CFG{opt}{addnode}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;d
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
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d$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys5) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys5}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys5}="eth2";
1;
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31
VCS クラスタからのノードの
削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS クラスタからのノードの削除

VCS クラスタからのノードの削除
表 31-1 は、クラスタからノードを削除する場合に必要なタスクを示しています。 次の手順
例では、クラスタがノード sys1、sys2、sys5 で構成されており、クラスタからノード sys5
を切り離します。
表 31-1

ノードの削除に必要なタスク

タスク

参照

■

設定ファイルをバックアップします。

■

ノードとサービスグループの状態を確認します。

■

クラスタから切り離されるノード上の VCS サービス p.463 の 「VCS 設定から切り離されるノー
グループをすべて切り替えるか、または削除しま ドの削除」 を参照してください。
す。
VCS 設定からノードを削除します。

■

p.462 の 「ノードとサービスグループの状態
の確認」 を参照してください。

変更を反映するように、llthosts（4）ファイルと gabtab p.466 の 「残りの各ノードでの設定ファイル
（4）ファイルを修正します。
の修正」 を参照してください。
セキュアモードで動作しているクラスタのために、削除 p.467 の 「削除するノードからセキュリティの
するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除し クレデンシャルを削除する 」 を参照してく
ます。
ださい。
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タスク

参照

クラスタから切り離されるノード上で、次の操作を行い p.468 の 「切り離されるノードでの LLT と
ます。
GAB のアンロードと VCS の削除」 を参照
してください。
■ LLT、GAB、VCS の起動スクリプトを修正して、ク
ラスタに影響を与えずにノードを再起動できるよう
にします。
■ LLT ユーティリティと GAB ユーティリティを設定解
除し、アンロードします。

ノードとサービスグループの状態の確認
例の中で、クラスタに残すクラスタノード sys1 またはノード sys2 のいずれかで、次のコ
マンドを実行して開始します。
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ノードとサービスグループの状態を確認するには

1

現在の設定ファイル main.cf のバックアップコピーを作成します。
# cp -p /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.goodcopy

2

システムとサービスグループの状態を確認します。
# hastatus -summary
--A
A
A

SYSTEM STATE
System
State
sys1
RUNNING
sys2
RUNNING
sys5
RUNNING

--B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
sys1
grp1
sys2
grp2
sys1
grp3
sys2
grp3
sys5
grp4
sys5

Frozen
0
0
0

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N

N
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE

hastatus コマンドの出力例は、ノード sys1、sys2、sys5 がクラスタ内のノードであ

ることを示しています。 また、サービスグループ grp3 も、ノード sys2 とノード sys5
（切り離されるノード）で動作するように設定されています。 サービスグループ grp4
はノード sys5 のみで動作します。 サービスグループ grp1 と grp2 はノード sys5
では動作しません。

VCS 設定から切り離されるノードの削除
クラスタからノードを削除する前にノードで実行するサービスグループを識別する必要が
あります。
それから次の処理のいずれかを実行する必要があります。
■

他のサービスグループが依存するサービスグループを削除します。

■

他のサービスグループが依存する別のノードにサービスグループを切り替えます。

463

第 31 章 VCS クラスタからのノードの削除
VCS クラスタからのノードの削除

切り離されるノードからサービスグループを削除するか、切り替えるには

1

切り離されるノード上のフェールオーバーサービスグループを切り替えます。 grp3
をノード sys5 からノード sys2 に切り替えることができます。
# hagrp -switch grp3 -to sys2

2

切り離されるノードで動作するすべてのサービスグループに関する依存関係を確認
します。たとえば、grp4 は、切り離されるノードでのみ動作します。
# hagrp -dep

3

切り離されるノード上のサービスグループが他のサービスグループを必要とする場
合、つまり、他のノード上のサービスグループの親である場合は、そのサービスグ
ループのリンクを解除します。
# haconf -makerw
# hagrp -unlink grp4 grp1

これらのコマンドを使うと、設定を編集して、grp1 に対する grp4 の必要条件を削除
できます。

4

切り離されるノードで、VCS を停止します。
# hastop -sys sys5

5

もう一度状態を確認します。切り離されるノードの状態が EXITED と表示される必要
があります。フェールオーバーが必要な任意のサービスグループが他のノードでオ
ンラインであることを確かめます。
# hastatus -summary
--A
A
A

SYSTEM STATE
System
State
sys1
RUNNING
sys2
RUNNING
sys5
EXITED

--B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
sys1
grp1
sys2
grp2
sys1
grp3
sys2
grp3
sys5
grp4
sys5

Frozen
0
0
0

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N

Y
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
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6

サービスグループ grp3 と grp4 の SystemList 属性から、切り離されるノードを取り
除きます。
# haconf -makerw
# hagrp -modify grp3 SystemList -delete sys5
# hagrp -modify grp4 SystemList -delete sys5

メモ: sys5 が AutoStartList にある場合、AutoStartList 内の別のシステムに手動で
追加し、再ブート後にグループが自動的にオンラインになるようにする必要がありま
す。

7

切り離されるノードでのみ動作するサービスグループについては、リソースをグルー
プから削除した後にグループを削除します。
# hagrp -resources grp4
processx_grp4
processy_grp4
# hares -delete processx_grp4
# hares -delete processy_grp4

8

切り離されるノード上で動作するように設定されたサービスグループを削除します。
# hagrp -delete grp4

9

状態を確認します。
# hastatus -summary
-- SYSTEM STATE
-- System
State
A sys1
RUNNING
A sys2
RUNNING
A sys5
EXITED
--B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
sys1
grp1
sys2
grp2
sys1
grp3
sys2

Frozen
0
0
0

Probed
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
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10 クラスタからノードを削除します。
# hasys -delete sys5

11 設定を保存して、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

残りの各ノードでの設定ファイルの修正
クラスタに残す各ノードで、次の操作を行います。
残りの各ノードで設定ファイルを修正するには

1

必要に応じて、/etc/gabtab ファイルを修正します。
/sbin/gabconfig コマンドの引数が -c のみの場合はこのファイルを変更する必

要はありません。-nN オプションを使うことをお勧めします。ここで、N はクラスタシス
テムの数です。
コマンドの形式が /sbin/gabconfig -c -nN の場合（N はクラスタシステム数）は、
N がクラスタ内の実際のノード数と同数か、小さな値に変更してください。N がノード
数よりも大きいとき、GAB は自動的にシーディングしません。
/sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧めしません。

2

残りの各ノードで /etc/llthosts ファイルを修正して、切り離されるノードのエントリを取
り除きます。
次に変更の例を示します。
0 sys1
1 sys2
2 sys5

変更後:
0 sys1
1 sys2

CP サーバーからのノード設定の削除
VCS クラスタからノードを削除した後、次の手順を実行して、CP サーバーからそのノー
ドの設定を削除します。
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メモ: この手順は、cpsadm コマンドを使って実行します。cpsadm コマンドについて詳しく
は、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
CP サーバーからノード設定を削除するには

1

root ユーザーとして CP サーバーにログインします。

2

CP サーバーの VCS ユーザーの一覧を表示します。
CP サーバーが HTTPS ベースの通信を使うように設定されている場合、次のコマ
ンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

CP サーバーが IPM ベースの通信を使うように設定されている場合、次のコマンド
を実行します。
# cpsadm -s cp_server -p 14250 -a list_users

ここで、cp_server は、CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名です。

3

クラスタから以前に削除したノードと関連付けられている VCS ユーザーを削除しま
す。
非セキュアモードの CP サーバーの場合
# cpsadm -s cp_server -a rm_user ¥
-e cpsclient@sys5 -f cps_operator -g vx

4

CP サーバーからのノードエントリを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_node

5

-h sys5 -c clus1 -n 2

CP サーバーのノードのリストを表示して、ノードエントリが削除されたことを確認しま
す。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する
削除するノードが、セキュアモードで動作中のクラスタの一部であれば、ノード sys5 から
セキュリティのクレデンシャルを削除する必要があります。次の手順を実行します。
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セキュリティのクレデンシャルを削除するには

1

AT プロセスを停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vcsauthserver.sh ¥
stop

2

クレデンシャルを削除します。
# rm -rf /var/VRTSvcs/vcsauth/data/

切り離されるノードでの LLT と GAB のアンロードと VCS の削除
クラスタから切り離されるノードで、次の操作を行います。
切り離されるノードの VCS をアンインストールするか、または次の手動の手順を実行す
るためにスクリプトベースのインストーラを使うことができます。
Storage Foundation and High Availability 製品の一部として VCS を設定している場
合、次のすべての製品を削除する前に、依存している他のRPMを削除しておく必要があ
る場合があります。
LLT と GAB を停止して VCS を削除するには

1

I/O フェンシングを有効モードに設定した場合、I/O フェンシングを停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

2

GAB と LLT を停止します。
# /etc/init.d/gab stop
# /etc/init.d/llt stop

3

削除するRPMを決定するには、次のように入力します。
# rpm -qa |grep VRTS

4

VCS RPM をシステムから削除するには、rpm -e コマンドを使います。まず任意で
インストールされている可能性がある次の RPM を順番に削除します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#

rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm

-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e

VRTSfcpi62
VRTSvcswiz
VRTSvbs
VRTSsfmh
VRTSvcsea
VRTSvcsdr
VRTSvcsag
VRTScps
VRTSvcs
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#
#
#
#
#
#
#

5

rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm

-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e

VRTSamf
VRTSvxfen
VRTSgab
VRTSllt
VRTSspt
VRTSvlic
VRTSperl

LLT と GAB 設定ファイルを削除します。
# rm /etc/llttab
# rm /etc/gabtab
# rm /etc/llthosts
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■
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■

第33章 応答ファイルを使用した VCS のアンインストール

■

第34章 VCS の手動アンインストール

32
インストーラを使用した VCS
のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のアンインストールの準備

■

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアンインストール

■

Web ベースのインストーラを使った VCS のアンインストール

■

インストーラプログラムを使った CP サーバー設定の削除

VCS のアンインストールの準備
VCS をアンインストールする前に、次の前提条件を確認します。
■

クラスタ内のノードから VCS を削除する前に、VCS に依存するアプリケーションを
シャットダウンします。たとえば、Java コンソールや、VCS のための高可用性エージェ
ントなどのアプリケーションがあります。

■

クラスタ内の一部のノードから VCS を削除する前に、VCS をアンインストールする
ノードのサービスグループを停止します。また、残りのノードで VCS を再設定する必
要もあります。
p.461 の 「VCS クラスタからのノードの削除」 を参照してください。

■

VCS の設定ファイルのいずれかを手動で編集した場合は、それらを再フォーマット
する必要があります。
p.76 の 「停止したクラスタの VCS 設定ファイルの再フォーマット」 を参照してくださ
い。
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スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアンイン
ストール
同時にクラスタのすべてのノードで VCS をアンインストールするために uninstallvcsを使
用するには次の条件を満たすことが必要です。
■

システム間の通信が確立していることを確認します。デフォルトでは、アンインストーラ
で ssh が使われます。

■

クラスタのすべてのノードでスーパーユーザーとして ssh または rsh コマンドを実行
できることを確認します。

■

ssh または rsh はパスワードやパスフレーズを要求せずに動作するよう設定されてい

ることを確認します。
前提条件を満たすことができない場合は、クラスタの各ノードで uninstallvcsを実行する
必要があります。
uninstallvcsにより、すべての VCS RPMが削除されます。
次の例は、VCS を uninstallvcs を使ってアンインストールする方法を示しています。
uninstallvcsは sys1 と sys2 という 2 つのノードで VCS をアンインストールします。手順
の例では、クラスタのすべてのノードから VCS をアンインストールします。
メモ: すでにシステムにある場合、アンインストールで VRTSacclib RPMは削除されませ
ん。

VCS 6.2 RPMの削除
アンインストールプロセス中、プログラムは、現在実行されている VCS プロセスを停止し
ます。
VCS をアンインストールするには

1

VCS をアンインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。

2

uninstallvcsを起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallvcs<version>

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
プログラムはログが作成されるディレクトリを指定します。プログラムは著作権表示と
クラスタの説明を表示します。
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3

VCS をアンインストールするシステムの名前を入力します。
プログラムによってシステム検証チェックが実行され、実行中の VCS プロセスをす
べて停止するように求められます。削除されるすべてのRPMが一覧表示されます。

4

y と入力して、すべての VCS プロセスを停止します。

VCS プロセスが停止し、ソフトウェアのアンインストールが続行します。

5

uninstallvcsが次のタスクを続行したら、その出力を確認します。
■

システム間の通信を確認する。

■

各システムのインストールを調べ、アンインストールするRPMを確定する。

6

アンインストーラがプロセスを停止し、カーネルモジュールをアンロードし、RPMを削
除したら、その出力を確認します。

7

アンインストーラがすべてのRPMを削除した後に作成した概略ファイル、応答ファイ
ル、ログファイルの場所を記録します。

VCS 6.2 ディスクからの uninstallvcs の実行
次のような場合は、VCS 6.2 ディスクの uninstallvcsを使う必要があります。
■

不完全なインストールの後で VCS をアンインストールする。

■

uninstallvcsが /opt/VRTS/install にない。

インストールメディアを /mnt にマウントした場合は、ディレクトリを次の場所に変更するこ
とによって uninstallvcs にアクセスします。
cd /mnt/cluster_server/
./uninstallvcs

Web ベースのインストーラを使った VCS のアンインストー
ル
この項では、Web ベースのインストーラを使うアンインストールの方法について説明しま
す。
メモ: 製品をアンインストールした後、VCS の以前のバージョンでは VCS 6.2 のデフォル
トのディスクレイアウトバージョンを使って作成したファイルシステムにアクセスできません。
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VCS をアンインストールするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.185 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから ［製品のアンインストール（Uninstall a Product）］を選択しま
す。

4

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

5

アンインストール先のシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

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

7

ターゲットシステムで動作しているプロセスがある場合、インストーラはプロセスを停
止します。［次へ（Next）］をクリックします。

8

インストーラがプロセスを停止した後、指定したシステムから製品が削除されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

アンインストールが完了した後、概略ファイル、応答ファイル、およびログファイルの
場所が表示されます。必要に応じて、削除の状態を確認するためにファイルを表示
します。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。
RPMには、通常カーネルコンポーネントがあります。完全に削除するために、すべ
てのRPMを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。
メモ: すでにシステムにある場合、アンインストールで VRTSacclib RPMは削除されませ
ん。

インストーラプログラムを使った CP サーバー設定の削
除
ここでは、CP サーバーをホストしているノードまたはクラスタから CP サーバー設定を削
除する方法について説明します。
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警告: 設定を削除する CP サーバーを使用している VCS クラスタ（アプリケーションクラ
スタ）がないことを確認します。# cpsadm -s CPS_VIP -p CPS_Port -a list_nodes
を実行して、アプリケーションクラスタで CP サーバーを使用していることを確認します。
CP サーバー設定を削除するには

1

設定の削除スクリプトを実行するには、CP サーバー設定を削除するノードで次のコ
マンドを入力します。

root@cps1.symantecexample.com
# /opt/VRTS/install/installvcs<version>

2

-configcps

CP サーバーの設定を削除するには、メニューからのオプション 3 を選択します。

[1] Configure Coordination Point Server on single node VCS system
[2] Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
[3] Unconfigure Coordination Point Server

3

警告メッセージを確認し、CP サーバーの設定の削除を確定します。

Unconfiguring coordination point server stops the vxcpserv process.
VCS clusters using this server for coordination purpose will have
one less coordination point.
Are you sure you want to take the CP server offline? [y,n,q] (n) y

4

CP サーバーの設定を削除するには、スクリプトが以下の手順を実行するときの画面
出力を確認します。
■

CP サーバーの停止

■

VCS 設定からの CP サーバーの削除

■

リソースの依存関係の解除

■

CP サーバーのサービスグループ（CPSSG）がオンラインの場合はオフラインに
する

■

VCS 設定から CPSSG サービスグループを削除する

■

Veritas Coordination Point Server を正常に設定解除する
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The CP server database is not being deleted on the shared storage.
It can be re-used if CP server is reconfigured on the cluster.
The same database location can be specified during CP server
configuration.

5

CP サーバーの設定ファイルを削除するかどうかを判断します。

Do you want to delete the CP Server configuration file
(/etc/vxcps.conf) and log files
(in /var/VRTScps)? [y,n,q] (n) y

Deleting /etc/vxcps.conf and log files on sys1.... Done
Deleting /etc/vxcps.conf and log files on sys2... Done

6

今後のインストール向上に役立てるため、このインストールに関する情報をシマンテッ
ク社に送信するかどうかを確認します。

Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y)

アップロードが正常に完了します。

33
応答ファイルを使用した VCS
のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のアンインストール

■

VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数

■

VCS をアンインストールするためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った VCS のアンインストール
一般に、あるクラスタで VCS のアンインストールを実行した後にインストーラによって生成
された応答ファイルは、他のクラスタで VCS をアンインストールするために使えます。
自動アンインストールを実行するには

1

VCS をアンインストールするための前提条件を満たしていることを確認してください。

2

VCS をアンインストールするシステムに応答ファイルをコピーします。
p.479 の 「VCS をアンインストールするためのサンプル応答ファイル」 を参照してく
ださい。
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3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.478 の 「VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数」 を参照してくださ
い。

4

応答ファイルをコピーしたシステムからアンインストールを開始します。次に例を示し
ます。
# /opt/VRTS/install/uninstallvcs<version>
-responsefile /tmp/response_file
<version> は特定のリリースバージョンで、/tmp/response_file は応答ファイルの

絶対パス名です。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数
表 33-1 に、VCS をアンインストールするために定義できる応答ファイルの変数の一覧を
示します。
表 33-1

VCS のアンインストールに固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{uninstall}

スカラー

VCS RPMをアンインストールします。
（必須）

CFG{systems}

リスト

製品がアンインストールされるシステム
のリスト。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

アンインストールされる製品を定義しま
す。
VCS の場合、値は VCS61 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所に
も、応答ファイルと概略ファイルをコ
ピーします。
（オプション）

VCS をアンインストールするためのサンプル応答ファイ
ル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.478 の 「VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{uninstall}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
1;
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VCS の手動アンインストー
ル
この章では以下の項目について説明しています。
■

手動による VCS RPMの削除

■

CP サーバーフェンシング設定を手動で削除する

■

手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除する

手動による VCS RPMの削除
VCS をアンインストールするには、クラスタ内の各ノードから VCS の RPMを削除する必
要があります。
ノード上の VCS RPMを手動で削除するには

1

hastop コマンドを使って、ローカルシステム上の VCS を停止します。
# hastop -local

2

CmdServer を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/CmdServer -stop

3

フェンシング、GAB、LLT、AMF のモジュールを設定解除します。
#
#
#
#

/sbin/vxfenconfig -U
/sbin/gabconfig -U
/sbin/lltconfig -U
/opt/VRTSamf/bin/amfconfig -U
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4

VxFEN ドライバをアンロードします。
# /etc/init.d/vxfen stop

5

GAB ドライバをアンロードします。
# /etc/init.d/gab stop

6

LLT ドライバをアンロードします。
# /etc/init.d/llt stop

7

AMF ドライバをアンロードします。
# /etc/init.d/amf stop

8

VCS 6.2 RPMを次の順序で削除します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm
rpm

-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e
-e

VRTSsfcpi61
VRTSvcswiz
VRTSvbs(if exists)
VRTSsfmh
VRTSvcsea
VRTSvcsdr
VRTSvcsag
VRTScps
VRTSvcs
VRTSamf
VRTSvxfen
VRTSgab
VRTSllt
VRTSspt
VRTSvlic
VRTSperl

メモ: VRTScps RPMは、CP サーバーフェンシング設定を手動で削除してから削除
する必要があります。 p.482 の 「CP サーバーフェンシング設定を手動で削除する」
を参照してください。
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CP サーバーフェンシング設定を手動で削除する
次の手順は、CP サーバーから CP サーバーフェンシング設定を手動で削除する方法に
ついて説明しています。この手順は、サーバーベースの IO フェンシングを停止して削除
するためのプロセスの一部として実行します。
メモ: この手順は、VCS クラスタを停止した後、アンインストールする前に実行する必要が
あります。
この手順は、将来同じ VCS クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定するときに
CP サーバーのデータベースを再利用できるようにするために必要です。
CP サーバーフェンシング設定を手動で削除するには、次の手順を実行します。
メモ: 次の手順では cpsadm コマンドを使います。cpsadm コマンドについて詳しくは、
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
CP サーバーフェンシング設定を手動で削除するには

1

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーからすべての VCS クラスタノードの
登録を解除します。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node -u uuid -n nodeid

2

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーから VCS クラスタを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus -u uuid

3

次のコマンドを使って、すべての CP サーバーから CP サーバーと通信しているす
べての VCS クラスタユーザーを削除します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_user -e user_name -g domain_type

4

VCS クラスタソフトウェアのアンインストールに進みます。

手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除する
次の手順により、コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）から手動でクラスタ
の詳細を削除できます。
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手動で CP サーバーからクラスタの詳細を削除するには

1

CP サーバークラスタのノードをリスト表示します。

# cpsadm -s cps1 -a list_nodes
ClusterName
===========
cluster1

UUID
Hostname(Node ID) Registered
===================================
================ ===========
{3719a60a-1dd2-11b2-b8dc-197f8305ffc0} node0(0)
1

2

CP サーバーのユーザーをリスト表示します。

# cpsadm -s cps1 -a list_users
Username/Domain Type Cluster Name/UUID
==================== ==================
cpsclient@hostname/vx cluster1/{3719a60a-1dd2-11b2-b8dc-197f8305ffc0}

3

Role
=======
Operator

CP サーバークラスタから、手順 2 でリスト表示されたクラスタの各ユーザーの権限
を削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s cps1 -a rm_clus_from_user
-c cluster1 -e cpsclient@hostname -g vx -f cps_operator
Cluster successfully deleted from user cpsclient@hostname privileges.

4

手順 2 でリスト表示されたクラスタの各ユーザーを削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s cps1 -a rm_user -e cpsclient@hostname -g vx
User cpsclient@hostname successfully deleted

5

CP サーバークラスタに登録されている各ノードを登録解除します。 手順 1 での登
録済みノードの出力を参照してください。次に例を示します。
# cpsadm -s cps1 -a unreg_node -c cluster1 -n 0
Node 0 (node0) successfully unregistered

6

CP サーバークラスタから各ノードを削除します。次に例を示します。
# cpsadm -s cps1 -a rm_node -c cluster1 -n 0
Node 0 (node0) successfully deleted
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7

クラスタを削除します。
# cpsadm -s cps1 -a rm_clus -c cluster1
Cluster cluster1 deleted successfully

8

クラスタの詳細が正常に削除されることを確認します。
# cpsadm -s cps1 -a list_nodes
ClusterName
===========

UUID
================

Hostname(Node ID) Registered
================ ===========

# cpsadm -s cps1 -a list_users
Username/Domain Type Cluster Name/UUID
==================== ==================

Role
=======
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インストールの参考情報

■

付録 A. サービスとポート

■

付録 B. VCS インストールRPM

■

付録 C. インストールコマンドのオプション

■

付録 D. 設定ファイル

■

付録 E. シングルノードへの VCS のインストール

■

付録 F. UDP 上での LLT の設定

■

付録 G. RDMA 上での LLT の使用

■

付録 H. セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定

■

付録 I. VCS インストールのトラブルシューティング

■

付録 J. CP サーバーベースの I/O フェンシングのVCS クラスタ設定図サンプル

■

付録 K. 他の製品とともに Symantec Cluster Server をインストールする場合の互換
性問題

■

付録 L. Steward プロセスのアップグレード

A
サービスとポート
この付録では以下の項目について説明しています。
■

SFHA サービスとポートについて

SFHA サービスとポートについて
ファイアウォールを設定した場合は、ファイアウォールの設定が SFHA が使うサービスと
ポートへのアクセスを許可するようになっていることを確認してください。
表 A-1 に、SFHA が使うサービスとポートのリストを示します。
メモ: 太字表記のポート番号は SFHA の設定に必須です。
表 A-1

SFHA サービスとポート

ポート番号

Protocol

説明

4145

TCP/UDP

VVR Connection サーバー vxio
VCS クラスタハートビート

5634

HTTPS

Symantec Storage
Foundation Messaging
Service

xprtld

8199

TCP

Volume Replicator
Administrative Service

vras

8989

TCP

VVR Resync Utility

vxreserver

Process
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ポート番号

Protocol

説明

14141

TCP

Symantec High Availability had
Engine

Process

Veritas Cluster Manager
（Java コンソール）
（ClusterManager.exe）
VCS Agent driver
（VCSAgDriver.exe）
14144

TCP/UDP

VCS 通知

Notifier

14149

TCP/UDP

VCS 認証

vcsauthserver

14150

TCP

Veritas Command Server

CmdServer

14155

TCP/UDP

VCS グローバルクラスタオプ wac
ション（GCO）

14156

TCP/UDP

VCS Steward for GCO

443

TCP

Coordination Point Server Vxcpserv

49152-65535

TCP/UDP

Volume Replicator パケット vxio.sys ファイルによっ
てカーネルレベルで作成さ
れるユーザー設定可能な
ポート

steward
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B
VCS インストールRPM
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Symantec Cluster Server インストールRPM

Symantec Cluster Server インストールRPM
表 B-1 は各 Symantec Cluster ServerRPMのRPM名と内容を示します。
表 B-1

Symantec Cluster Server RPM

RPM

内容

必須またはオプション

VRTSamf

すべての IMF 対応エージェント用の 必須
Veritas Asynchronous Monitoring
Framework カーネルドライバ機能の
バイナリが含まれています。

VRTScps

Veritas Coordination Point Server オプション。Coordination Point
用のバイナリが含まれています。
Server（CPS）に必要です。

VRTSgab

Symantec Cluster Server Group
必須
Membership and Atomic Broadcast
VRTSllt によって決まります。
（GAB）サービス用のバイナリが含ま
れています。

VRTSllt

Symantec Cluster Server Low
Latency Transport 用のバイナリが
含まれています。

必須

VRTSperl

Veritas 用の Perl バイナリが含まれ
ています。

必須

付録 B VCS インストールRPM
Symantec Cluster Server インストールRPM

RPM

内容

必須またはオプション

VRTSsfcpi62

製品インストーラ

必須

製品インストーラのRPMには、次を実
行するスクリプトが含まれています。
■

インストール

■

設定

■

アップグレード

■

アンインストール

■

ノードの追加

■

ノードの削除

■

その他

このスクリプトを使用して、ネーティブ
オペレーティングシステムのインストー
ル、設定、アップグレードを単純化す
ることができます。
VRTSvcswiz

シマンテック社の Symantec Cluster 必須
Server 用のウィザードが含まれてい
ます。

VRTSspt

Veritas Software Support Tools 用 推奨RPM、オプション
のバイナリが含まれています。

VRTSvcs

VRTSvcs には、次のコンポーネント 必須
があります。
VRTSperl と VRTSvlic によって決ま
■ Symantec Cluster Server 用の ります。
バイナリが含まれています。
■ Symantec Cluster Server マニュ
アルページ用のバイナリが含まれ
ています。
■ Symantec Cluster Server
English Message Catalogs 用
のバイナリが含まれています。
■ Symantec Cluster Server ユー
ティリティ用のバイナリが含まれて
います。これらのユーティリティに
はセキュリティサービスが含まれ
ています。

VRTSvcsag

Symantec Cluster Server 付属エー 必須
ジェント用のバイナリが含まれていま
VRTSvcs によって決まります。
す。
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RPM

内容

必須またはオプション

VRTSvcsdr

Symantec Cluster Server ディスク 必須
予約用のバイナリが含まれています。

VRTSvcsea

DB2、Sybase、および Oracle 用の VCS のオプションDB2、Sybase ま
高可用性エージェントのバイナリが含 たは Oracle 用の高可用性エージェ
まれています。
ントと VCS を併用する場合に必要で
す。

VRTSvlic

Symantec License Utilities 用のバ 必須
イナリが含まれています。

VRTSvxfen

Veritas I/O フェンシング用のバイナ フェンシングの使用に必要です。
リが含まれています。
VRTSgab によって決まります。

VRTSsfmh

Symantec Storage Foundation 管 推奨
理対象ホスト
Symantec Storage Foundation 管
理対象ホストは、VOM（Veritas
Operations Manager）と呼ばれてい
ます。
VOM は、Storage Foundation 管理
対象ホストの設定情報を検出します。
中央サーバーでこの管理対象ホスト
の管理と監視を行う場合は、サーバー
上の VRTSsfmcs RPM のダウンロー
ドとインストールを行い、中央サー
バーにこの管理対象ホストを追加しま
す。VRTSsfmcs RPM はこのリリー
スに含まれていません。次から別途
ダウンロードできます。
http://www.symantec.com/index.jsp

VRTSvbs

Veritas Operations Manager によっ 推奨
て管理される VCS ノード上での障害
VRTSsfmh によって決まります。
管理と VBS コマンドライン操作を有
VRTSsfmh のバージョンは、インス
効にします。
トールされる VRTSvbs のために、4.1
詳しくは『Virtual Business
以降である必要があります。
Service–Availability ユーザーズガ
イド』を参照してください。
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C
インストールコマンドのオプ
ション
この付録では以下の項目について説明しています。
■

installvcsのコマンドオプション

■

インストールスクリプトオプション

■

uninstallvcsのコマンドオプション

installvcsのコマンドオプション
installvcs コマンドは、次の形式を使います。
installvcs [ system1 system2... ]
[ -install | -configure | -uninstall | -license | -upgrade
| -precheck | -requirements | -start | -stop | -postcheck ]
[ -responsefile response_file ]
[ -logpath log_path ]
[ -tmppath tmp_path ]
[ -tunablesfile tunables_file ]
[ -timeout timeout_value ]
[ -keyfile ssh_key_file ]
[ -hostfile hostfile_path ]
[ -pkgpath pkg_path ]
[ -kickstart kickstart_path ]
[ -yumgroupxml yum_group_xml_path ]
[ -serial | -rsh | -redirect | -installminpkgs | -installrecpkgs
| -installallpkgs | -minpkgs | -recpkgs | -allpkgs | -pkgset
| -pkgtable | -pkginfo | -copyinstallscripts | -makeresponsefile
| -comcleanup | -version | -nolic | -settunables | -security

付録 C インストールコマンドのオプション
インストールスクリプトオプション

| -securityonenode | -securitytrust | -addnode | -fencing
| -rolling_upgrade | -rollingupgrade_phase1
| -rollingupgrade_phase2 ]

インストールスクリプトオプション
表 C-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Symantec Storage
Foundation 製品スクリプトで使えます。
p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
表 C-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

-addnode

高可用性クラスタにノードを追加します。

-allpkgs

指定の製品に必要な RPM をすべて表示します。RPM
は正しいインストール順序で列挙されます。出力を使っ
て、コマンドライン経由のインストールスクリプトまたは
ネットワーク経由のインストールスクリプトを作成できま
す。

-comcleanup

-comcleanup オプションを指定すると、インストーラ
によってシステムに追加されたセキュアシェルまたは
リモートシェルの設定が削除されます。このオプション
は、シェルの自動設定を実行したインストールルーチ
ンが突然終了した場合にのみ必要とされます。

-comsetup

-comsetup オプションは、システム間の ssh 通信ま
たは rsh 通信を設定するのに使われ、パスワードや
パスフレーズの入力は要求されません。

-configcps

-configcps オプションは、実行中のシステムまた
はクラスタの CP サーバーの設定に使います。

-configure

インストール後、製品を設定します。

-fencing

実行中のクラスタの I/O フェンシングを設定します。

–hostfile full_path_to_file

インストールするホスト名のリストを含むファイルの場所
を指定します。
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コマンドラインオプション

機能

-disable_dmp_native_support

アップグレード中に、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-Pathing サポート
を無効にします。アップグレード中にネーティブ LVM
ボリュームグループと ZFS プールの Dynamic
Multi-Pathing サポートを維持すると、システムに設定
されたネーティブ LVM ボリュームグループと ZFS
プールの数に応じて RPM のアップグレード時間が長
くなります。

-online_upgrade

オンラインアップグレードを実行するために使われま
す。このオプションを使用すると、インストーラはクラス
タ全体をアップグレードします。アップグレード処理中
のアプリケーションのゼロダウンタイムもサポートされて
います。現在、このオプションは VCS および
ApplicationHA のみをサポートしています。

-patch_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたは保守レベルリリースと統合する
パッチレベルリリースのパスを定義します。

-patch2_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたは保守レベルリリースと統合する
2 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。

-patch3_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたは保守レベルリリースと統合する
3 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。

-patch4_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたは保守レベルリリースと統合する
4 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。

-patch5_path

複数のリリースを同時にインストールできるように、ベー
スレベルリリースまたは保守レベルリリースと統合する
5 番目のパッチレベルリリースのパスを定義します。

-installallpkgs

-installallpkgs オプションは、すべてのRPMを
選択するために使います。

-installrecpkgs

-installrecpkgs オプションが推奨の RPM セッ
トを選択するために使用します。

–installminpkgs

-installminpkgs オプションは、最小の RPM セッ
トを選択するために使用します。

493

付録 C インストールコマンドのオプション
インストールスクリプトオプション

コマンドラインオプション

機能

-ignorepatchreqs

-ignorepatchreqs オプションは、前提条件の
RPMやパッチがシステムで見つからない場合でも、イ
ンストールやアップグレードを許可するために使われ
ます。

–keyfile ssh_key_file

セキュアシェル（SSH）インストール用のキーファイル
を指定します。このオプションは、-I ssh_key_file
をすべての SSH 呼び出しに渡します。

–kickstart dir_path

Linux RHEL Kickstart でのインストールのために
Kickstart 設定ファイルを生成します。ファイルは、
Kickstart インストールに使うことができる形式で、正し
いインストール順序でのシマンテック社のRPMのリス
トが含まれます。dir_path はファイルを作成するディ
レクトリのパスを示します。

-license

指定したシステムで製品ライセンスを登録または更新
します。

–logpath log_path

インストーラログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の保存場所として、/opt/VRTS/install/logs
以外のディレクトリを指定します。

-makeresponsefile

応答ファイルのみを生成するには、
-makeresponsefile オプションを使用します。こ
のオプションを使用すると、実際のソフトウェアインス
トールは行われません。

-minpkgs

指定の製品に必要な最少の RPM を表示します。
RPM は正しいインストール順序で列挙されます。オ
プションのRPMは列挙されません。出力を使って、コ
マンドライン経由のインストールスクリプトまたはネット
ワーク経由のインストールスクリプトを作成できます。
allpkgs オプションを参照してください。

-noipc

パッチや最新のリリース情報を自動的に取得するため
にインストーラが SORT（Symantec Operations
Readiness Tool）へのアウトバウンドネットワーク呼び
出しを行わないようにします。

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品RPMをインストール
できるようにします。このオプションを指定した場合、ラ
イセンスがある機能の設定、起動、使用はできません。
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コマンドラインオプション

機能

–pkginfo

RPMのリストとインストールの順序を、人間が読み取り
可能な形式で表示します。このオプションは、個々の
製品インストールスクリプトにのみ適用されます。たと
えば、-pkginfo オプションを指定して installvcs スクリ
プトを実行し、VCS RPMを表示します。

–pkgset

指定のシステムにインストールされているRPMグルー
プ（最小、推奨、すべて）とRPMを検出して表示しま
す。

-pkgtable

製品のRPMを正しいインストール順序でグループご
とに表示します。

–postcheck

さまざまな HA およびファイルシステム関連プロセス、
さまざまなポートの利用可能性、クラスタ関連サービス
グループの利用可能性を検査します。

-precheck

インストール前のチェックを実行し、システムがすべて
のインストールの必要条件を満たしているかどうかを
確認します。事前に確認を行ってから製品をインストー
ルすることをお勧めします。

-prod

操作のために製品を指定します。

–recpkgs

指定の製品に必要な推奨の RPM を表示します。
RPM は正しいインストール順序で列挙されます。オ
プションのRPMは列挙されません。出力を使って、コ
マンドライン経由のインストールスクリプトまたはネット
ワーク経由のインストールスクリプトを作成できます。
allpkgs オプションを参照してください。

-redirect

進行バーを表示せずに、進行状況の詳細を表示しま
す。

-require

インストーラパッチファイルを指定します。

-requirements

-requirements オプションを指定すると、製品をイ
ンストールするために必要な OS バージョン、必須の
RPM、ファイルシステム領域、その他のシステム必要
条件が表示されます。
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コマンドラインオプション

機能

–responsefile response_file

情報の入力を求めるメッセージを表示する代わりに、
指定ファイルに格納されているシステム情報と設定情
報を使って、インストールと設定を自動化します。
response_file は絶対パス名で指定する必要がありま
す。以降のインストールで応答ファイルを使うには、そ
のファイルを編集する必要があります。ファイル内で変
数フィールドを定義します。

-rolling_upgrade

ローリングアップグレードを開始します。 このオプショ
ンを使うと、インストーラは、ローリングアップグレード
の段階 1 または段階 2 を明示的に指定しなくても自
動的にクラスタシステムでローリングアップグレードの
状態を検出します。

-rollingupgrade_phase1

-rollingupgrade_phase1 オプションは、ローリ
ングアップグレード段階 1 を実行するために使われま
す。この段階では、製品カーネル RPM が最新バー
ジョンにアップグレードされます。

-rollingupgrade_phase2

-rollingupgrade_phase2 オプションは、ローリ
ングアップグレード段階 2 を実行するために使われま
す。この段階では、VCS とその他のエージェントRPM
が最新バージョンにアップグレードされます。製品カー
ネルドライバが最新プロトコルバージョンにローリング
アップグレードされます。

-rsh

このオプションは、システム間の通信に、デフォルトの
SSH と SCP ではなく RSH と RCP を使う場合に指
定します。
p.556 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたは
リモートシェル通信モードの設定について」 を参照し
てください。

-securitytrust

-securitytrust オプションは、別のブローカーと
の信頼関係を設定するために使います。

–serial

各システムでシリアルにインストールスクリプトでインス
トール、アンインストール、起動、停止処理を実行する
ことを指定します。このオプションが指定されていない
場合、これらの操作はすべてのシステムで同時に実
行されます。
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コマンドラインオプション

機能

-settunables

製品をインストールして設定した後でチューニングパ
ラメータを設定する場合に、このオプションを指定しま
す。 チューニングパラメータ値を有効にするには、製
品のプロセスを再起動しなければならない場合があり
ます。 このオプションは -tunablesfile オプショ
ンとともに使う必要があります。

-start

指定の製品のデーモンとプロセスを開始します。

-stop

指定の製品のデーモンとプロセスを停止します。

-timeout

-timeout オプションは、スクリプトがタイムアウトにな
る前に各コマンドの完了を待機する秒数を指定するた
めに使用します。-timeout オプションを設定する
と、デフォルト値の 1200 秒が上書きされます。
-timeout オプションを 0 に設定するとスクリプトの
タイムアウトを防ぐことができます。-timeout オプショ
ンは -serial option では機能しません。

–tmppath tmp_path

/var/tmp 以外のディレクトリをインストールスクリプ
トの作業ディレクトリとして指定します。指定したディレ
クトリは初期ログの記録先になるほか、リモートシステ
ムへのRPMのインストールに先立つパッケージのコ
ピー先として使われます。

-tunables

サポートされているすべてのチューニングパラメータを
表示し、チューニング可能なファイルテンプレートを作
成します。

-tunables_file tunables_file

チューニングパラメータファイルを指定する際にこのオ
プションを指定します。 チューニングパラメータファイ
ルにはチューニングパラメータが含まれている必要が
あります。

-upgrade

製品の既存のバージョンがあり、それをアップグレー
ドすることを指定します。

-version

インストール済みの製品とそのバージョンをチェックし
て報告します。 インストール済みのRPMと製品に適
用可能なパッチ、および不足しているRPMとパッチを
識別します。 該当するインストール済みのRPMとパッ
チ、および不足しているRPMとパッチの件数を含む概
略を表示します。インターネット接続が利用可能であ
る場合は、インストール済みの製品にインストールして
いるパッチや利用可能な更新を一覧表示します。
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機能

-yumgroupxml

-yumgroupxml オプションは、yum グループ定義
XML ファイルを生成するために使われます。
createrepo コマンドは、製品のRPMすべての自動
インストールに対して yum グループを作成するため
に RedHat Linux のファイルを使うことができます。
XML ファイルを格納するのに使用可能な場所は、絶
対パスとして指定してください。 -yumgroupxml オ
プションは Red Hat Linux でのみサポートされます。
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uninstallvcsのコマンドオプション
uninstallvcs コマンドは、次の形式を使います。

uninstallvcs [ system1system2... ]
[ -responsefile response_file ]
[ -logpath log_path ]
[ -tmppath tmp_path]
[ -timeout timeout_value ]
[ -keyfile ssh_key_file ]
[ -hostfile hostfile_path ]
[ -serial | -rsh | -redirect | -makeresponsefile | -comcleanup | -ver
uninstallvcs コマンドオプションの説明については、次を参照してください。

p.492 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

D
設定ファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT と GAB の設定ファイルについて

■

AMF 設定ファイルについて

■

VCS 設定ファイルについて

■

I/O フェンシングの設定ファイルについて

■

CP サーバーの設定ファイルの例

LLT と GAB の設定ファイルについて
LLT と GAB は、VCS の通信サービスです。LLT には、/etc/llthosts ファイルと /etc/llttab
ファイルが必要です。GAB には、/etc/gabtab ファイルが必要です。
表 D-1 は、LLT 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
表 D-1
ファイル

LLT 設定ファイル

説明
手動で VCS を設定する場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要があります。
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ファイル

説明

/etc/sysconfig/llt

このファイルは LLT の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

LLT_START は、システム再起動後の LLT モジュールの起動動作を定義します。有効な値
は次のとおりです。
1 は、LLT の起動が有効になっていることを示します。
0 は、LLT の起動が無効になっていることを示します。
LLT_STOP は、システムシャットダウン時の LLT モジュールのシャットダウン動作を定義しま
す。有効な値は次のとおりです。
1 は、LLT のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、LLT のシャットダウンが無効になっていることを示します。

VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定する場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要があります。
RDMA 操作にバッファプールのメモリを割り当てます。
■

/etc/llthosts

LLT_BUFPOOL_MAXMEM は、LLT が LLT バッファプールのために使うことができる最大
割り当てメモリ容量です。このバッファプールを使って、LLT クライアントに配信される RDMA
操作とパケット割り当てにメモリを割り当てます。
デフォルト値は、システムの合計メモリ容量に基づいて計算され、最小値は 1 GB であり、最
大値は 10 GB です。GB で値を指定する必要があります。

llthosts ファイルは、システムごとの 1 つのエントリを持つデータベースです。このファイルは
LLT のホスト名と LLT のシステム ID（最初のカラム）をリンクします。このファイルは、クラスタ内の
各ノードで同一にする必要があります。 ファイルの内容が不一致の場合、クラスタで予測できな
い動作が発生することがあります。
たとえば、ファイル /etc/llthosts には次のようなエントリが含まれます。
0
1

sys1
sys2
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ファイル

説明

/etc/llttab

ファイル llttab には、インストール時に入力し、lltconfig（1M） で使用するクラスタ情報が
定義されています。インストール後、このファイルには、特定のシステムに対応する LLT ネットワー
クリンクが一覧表示されます。
たとえば、ファイル /etc/llttab には次のようなエントリが含まれます。
set-node sys1
set-cluster 2
link eth1 eth1 - ether - link eth2 eth2 - ether - 統合インターフェースを使うと、ファイルには eth-MAC_address の代わりに統合インターフェー
スの名前が記載されます。
set-node sys1
set-cluster 2
link eth1 eth-00:04:23:AC:12:C4 - ether - link eth2 eth-00:04:23:AC:12:C5 - ether - 先頭の行はシステムを識別するためのものです。2 行目は、クラスタを識別するためのものです
（インストーラを使った場合、クラスタ ID として設定した値）。次の 2 つの行は link コマンドから
始まります。これらの行は LLT のプロトコルが使う 2 つのネットワークカードを識別します。
LLT の下で優先度が低いリンクを設定すると、ファイルには「link-lowpri」の行も追加されます。
LLT の設定ファイルの編集方法について詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してく
ださい。このマニュアルページには、llttab ファイルのパラメータについての解説があります。

表 D-2 は、GAB 設定ファイルとこれらのファイルに含まれる情報の一覧です。
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表 D-2
ファイル

GAB 設定ファイル
説明

/etc/sysconfig/gab このファイルは GAB の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

GAB_START は、システム再起動後の GAB モジュールの起動動作を
定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB の起動が有効になっていることを示します。
0 は、GAB の起動が無効になっていることを示します。
GAB_STOP は、システムシャットダウン時の GAB モジュールのシャット
ダウン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、GAB のシャットダウンが無効になっていることを示します。

VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定する場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必
要があります。
/etc/gabtab

VCS のインストールを終了した時点で、/etc/gabtab ファイルには、GAB ドラ
イバを使うための gabconfig（1）コマンドが設定されています。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションにより、使用するドライバを設定します。-nN は、クラスタが形
成されるのに最小限必要なノード数 N を指定します。シマンテック社では、N
がクラスタのノードの合計数になるように設定することをお勧めします。

メモ: -c -x オプションを /sbin/gabconfig に対して使用することはお
勧めしません。-c -x を使うと、スプリットブレイン状態が発生する可能性が
あります。スプリットブレイン状態を避けるため、-c オプションを
/sbin/gabconfig に対して使ってください。

メモ:

AMF 設定ファイルについて
AMF（Asynchronous Monitoring Framework）カーネルドライバには、リソースをインテ
リジェントに監視するために VCS エージェントが有効になっている場合にこれらにイベン
トを非同期に通知する機能が用意されています。
表 D-3 に、AMF 設定ファイルを示します。
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表 D-3

AMF 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/sysconfig/amf

このファイルは AMF の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

/etc/amftab

AMF_START - システムが再起動した後、または init スクリプトを
使って AMF を起動する場合の、AMF モジュールの起動動作を定
義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、AMF の起動が有効になっていることを示します。 （デフォル
ト）
0 は、AMF の起動が無効になっていることを示します。
AMF_STOP - システムがシャットダウンした後、または init スクリプ
トを使って AMF を停止する場合の、AMF モジュールのシャットダウ
ン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、AMF のシャットダウンが有効になっていることを示します。 （デ
フォルト）
0 は、AMF のシャットダウンが無効になっていることを示します。

VCS のインストールを終了した時点で、/etc/amftab ファイルには、
AMF ドライバを使うための amfconfig(1) コマンドが設定されていま
す。
AMF init スクリプトは、この /etc/amftab ファイルを使用して AMF
ドライバを設定します。/etc/amftab ファイルには、デフォルトで次の
行が含まれています。
/opt/VRTSamf/bin/amfconfig -c

VCS 設定ファイルについて
VCS の設定ファイルは次のとおりです。
■

main.cf
インストーラでの VCS の設定時に、デフォルトでは /etc/VRTSvcs/conf/config フォ
ルダに VCS の設定ファイルが作成されます。main.cf ファイルには、クラスタとその
ノードを定義するための最小限の情報が含まれています。
p.504 の 「VCS クラスタの main.cf ファイルの例」 を参照してください。
p.506 の 「グローバルクラスタのためのサンプル main.cf ファイル」 を参照してくださ
い。

■

types.cf
main.cf ファイル内の include 文で指定されている types.cf ファイルは、VCS リソー
ス用の VCS 付属タイプを定義しています。types.cf ファイルも
/etc/VRTSvcs/conf/config フォルダ内にあります。
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エージェントが追加されている場合、.cf という拡張子のファイル（OracleTypes.cf な
ど）が追加されていることがあります。
VCS のインストールと設定を終了した後の VCS 設定ファイルについて、次の点に注意
してください。
■

クラスタの定義には、設定中に指定したクラスタ情報が含まれています。この定義に
は、クラスタ名、クラスタアドレス、クラスタのユーザー名と管理者名が含まれます。
クラスタは、UserNames 属性を持っていることに注意してください。installvcsは、暗
号化されたパスワードを持つユーザー admin を作成します。デフォルトで作成される
admin ユーザーのパスワードは、password です。

■

VCS にオプションの I/O フェンシング機能を設定した場合は、UseFence=SCSI3 属
性が含まれます。

■

セキュアモードでクラスタを設定した場合、main.cf には「SecureClus = 1」クラスタ属
性が含まれます。

■

仮想 IP、SMTP、SNMP、またはグローバルクラスタオプションを設定した場合、
installvcsは ClusterService サービスグループを作成します。
このサービスグループには次の特性もあります。
■

グループには IP リソースと NIC リソースが含まれています。

■

ClusterService サービスグループには、notifier リソースも設定されています。こ
の設定は、installvcs実行時にユーザーが入力した情報を基にしています。

■

installvcsは、リソース依存関係ツリーも作成します。

■

グローバルなクラスタを設定した場合、ClusterService サービスグループにはア
プリケーションのリソース、wac（Wide Area Connector）が含まれています。この
リソースの属性には、グローバルなクラスタ環境でクラスタを制御するための定義
が含まれています。
VCS グローバルクラスタの管理については『Symantec Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

Linux システムのための設定の概念と main.cf および types.cf ファイルについては
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

VCS クラスタの main.cf ファイルの例
次に、セキュアモードのクラスタ用の main.cf ファイルの例を示します。
include
include
include
include
include

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

504

付録 D 設定ファイル
VCS 設定ファイルについて

cluster vcs_cluster2 (
UserNames = { admin = cDRpdxPmHpzS, smith = dKLhKJkHLh }
ClusterAddress = "192.168.1.16"
Administrators = { admin, smith }
CounterInterval = 5
SecureClus = 1
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group ClusterService (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
UserStrGlobal = "LocalCluster@https://10.182.2.76:8443;"
AutoStartList = { sys1, sys2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
IP webip (
Device = eth0
Address = "192.168.1.16"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "192.168.1.17", "192.168.1.18" }
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { "sys5" = Error, "sys4" = SevereError }
SmtpServer = "smtp.example.com"
SmtpRecipients = { "ozzie@example.com" = Warning,
"harriet@example.com" = Error }
)
webip requires csgnic
ntfr requires csgnic
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// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
NotifierMngr ntfr
//
{
//
NIC csgnic
//
}
// }

グローバルクラスタのためのサンプル main.cf ファイル
グローバルクラスタオプションを使用して VCS をインストールした場合は、ClusterService
のグループがまたアプリケーションのリソース wac を含んでいることを確認します。wac
のリソースはグローバルクラスタ環境のクラスタを制御するために必要です。
.
.
group ClusterService (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
UserStrGlobal = "LocalCluster@https://10.182.2.78:8443;"
AutoStartList = { sys1, sys2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
.
.

次に示す main.cf ファイルの例では、グローバルクラスタ固有のエンティティを太字で強
調表示しています。
include "types.cf"
cluster vcs03 (
ClusterAddress = "10.182.13.50"
SecureClus = 1
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)
system sysA (
)
system sysB (
)
system sysC (
)
group ClusterService (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1, sysC = 2 }
AutoStartList = { sysA, sysB, sysC }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart -secure"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac -secure" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = eth0
Address = "10.182.13.50"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "10.182.13.1" }
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { sys4 = SevereError }
SmtpServer = "smtp.example.com"
SmtpRecipients = { "ozzie@example.com" = SevereError }
)
gcoip requires csgnic
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ntfr requires csgnic
wac requires gcoip
// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
NotifierMngr ntfr
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//
Application wac
//
{
//
IP gcoip
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//
}
//
}

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 D-4 に、I/O フェンシングの設定ファイルのリストを示します。
表 D-4
ファイル

I/O フェンシングの設定ファイル

説明

/etc/sysconfig/vxfen このファイルには I/O フェンシングの起動と停止の環境変数が格納されます。
■

■

VXFEN_START - システムの再起動後における I/O フェンシングモジュールの起動動作を定義
します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングの起動が有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングの起動が無効であることを示します。
VXFEN_STOP - システムのシャットダウン中における I/O フェンシングモジュールのシャットダウ
ン動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングのシャットダウンが有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングのシャットダウンが無効であることを示します。

VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要があります。
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ファイル

説明

/etc/vxfendg

このファイルにはコーディネータディスクグループの情報が含まれています。
このファイルはサーバーベースのフェンシングとマジョリティベースのフェンシングには適用できませ
ん。

/etc/vxfenmode

このファイルには次のパラメータがあります。
■

■

■

vxfen_mode
■ scsi3 - ディスクベースのフェンシングの場合
■

customized - サーバーベースのフェンシングの場合

■

disabled - I/O フェンシングドライバを実行するが、フェンシング操作は行わない場合

■

majority - コーディネーションポイントを使わないフェンシングの場合

vxfen_mechanism
このパラメータはサーバーベースのフェンシングにのみ適用できます。 値は CP と設定します。
scsi3_disk_policy
■ dmp - DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
このディスクポリシーは、デフォルトでは DMP です。 iSCSI のデバイスを使う場合は、ディスク
ポリシーを DMP と設定する必要があります。

メモ: すべてのノードで同じ SCSI-3 ディスクポリシーを使う必要があります。
■

■

■

コーディネーションポイントのリスト
このリストはサーバーベースのフェンシング設定でのみ必要です。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントには、コーディネータディスク、CP
サーバー、または両方を含めることができます。コーディネータディスクを使う場合は、個々のコー
ディネータディスクを含むコーディネータディスクグループを作成する必要があります。
コーディネーションポイントと複数の IP アドレスを各 CP サーバーに指定する方法について詳しく
は、サンプルファイル /etc/vxfen.d/vxfenmode_cps を参照してください。
single_cp
このパラメータは、1 つの高可用性 CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサーバー
ベースのフェンシングに適用できます。 また、単一ディスクを持つコーディネータディスクグループ
を使う場合にも適用できます。
autoseed_gab_timeout
このパラメータを使うと、使用できないクラスタノードがある場合でも、GAB のクラスタの自動シー
ディングを使用できるようになります。
この機能は、SCSI3 とカスタマイズしたモードの I/O フェンシングに適用できます。
0 - GAB の自動シーディング機能を有効にします。0 より大きい値は、自動的にクラスタをシーディ
ングする前の GAB の遅延時間（秒数）を示します。
-1 - GAB の自動シーディング機能をオフにします。この設定がデフォルト値です。
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ファイル

説明

/etc/vxfentab

I/O フェンシングを起動すると、起動スクリプト vxfen で各ノード上にこの /etc/vxfentab ファイルが作
成されます。この起動スクリプトは /etc/vxfendg および /etc/vxfenmode ファイルのコンテンツを使用
します。 システムが再起動されると必ず、フェンシングドライバによって、すべてのコーディネータポイ
ントの最新リストで vxfentab ファイルが再初期化されます。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルであるため、変更しないでください。
ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、各ノード上の /etc/vxfentab ファイルに各コーディネータ
ディスクへのすべてのパスと一意のディスク識別子の一覧が含まれます。パスと一意のディスク識別子
はスペースで区切ります。あるノードでのディスクベースのフェンシングの設定における /etc/vxfentab
ファイルの例を次に示します。
■

DMP ディスク:

/dev/vx/rdmp/sdx3 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006804E795D0A3
/dev/vx/rdmp/sdy3 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006814E795D0B3
/dev/vx/rdmp/sdz3 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006824E795D0C3
サーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルにセキュリティ設定の情報も含まれ
ます。
1 つの CP サーバーのみのサーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルに
single_cp 設定情報も含まれます。
このファイルはマジョリティベースのフェンシングには適用できません。

CP サーバーの設定ファイルの例
コーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）の設定は、/etc/vxcps.conf ファ
イルが決定します。
p.516 の 「CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル」 を参照してく
ださい。
次は、シングルノード上でホストされている CP サーバーおよび SFHA クラスタ上でホス
トされている CP サーバーの main.cf ファイルの例です。
■

シングルノード上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.511 の 「VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf ファ
イルの例」 を参照してください。

■

SFHA クラスタ上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
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p.513 の 「2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイルの
例」 を参照してください。
メモ: CP サーバーと VCS クラスタ（アプリケーションクラスタ）の間の通信に IPM ベース
のプロトコルを使う場合、CP サーバーはインターネットプロトコルバージョン 4 またはバー
ジョン 6（IPv4 または IPv6 のアドレス指定）をサポートしています。 通信に HTTPS ベー
スのプロトコルを使う場合、CP サーバーはインターネットプロトコルバージョン 4（IPv4 ア
ドレス）をサポートしています。
次は IPv4 アドレスを使用する main.cf ファイルの例です。

VCS を実行するシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf
ファイルの例
次に、シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf の例を示します。
このシングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

ノード名: cps1

include "types.cf"
include "/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"
// cluster name: cps1
// CP server: cps1
cluster cps1 (
UserNames = { admin = bMNfMHmJNiNNlVNhMK, haris = fopKojNvpHouNn,
"cps1.symantecexample.com@root@vx" = aj,
"root@cps1.symantecexample.com" = hq }
Administrators = { admin, haris,
"cps1.symantecexample.com@root@vx",
"root@cps1.symantecexample.com" }
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system cps1 (
)
group CPSSG (
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SystemList = { cps1 = 0 }
AutoStartList = { cps1 }
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth0
Address = "10.209.3.1"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
Address = "10.209.3.2"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth0
PingOptimize = 0
NetworkHosts @cps1 = { "10.209.3.10" }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
ConfInterval = 30
RestartLimit = 3
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
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vxcpserv requires quorum

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group CPSSG
{
IP cpsvip1
{
NIC cpsnic1
}
IP cpsvip2
{
NIC cpsnic2
}
Process vxcpserv
{
Quorum quorum
}
}

2 ノード SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイル
の例
次に、CP サーバーが SFHA クラスタでホストされる場合の main.cf の例を示します。
SFHA クラスタでホストされるこの CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

クラスタ内のノード: cps1、cps2

include
include
include
include

//
//
//
//

"types.cf"
"CFSTypes.cf"
"CVMTypes.cf"
"/opt/VRTScps/bin/Quorum/QuorumTypes.cf"

cluster: cps1
CP servers:
cps1
cps2

cluster cps1 (
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UserNames = { admin = ajkCjeJgkFkkIskEjh,
"cps1.symantecexample.com@root@vx" = JK,
"cps2.symantecexample.com@root@vx" = dl }
Administrators = { admin, "cps1.symantecexample.com@root@vx",
"cps2.symantecexample.com@root@vx" }
SecureClus = 1
)
system cps1 (
)
system cps2 (
)
group CPSSG (
SystemList = { cps1 = 0, cps2 = 1 }
AutoStartList = { cps1, cps2 } )
DiskGroup cpsdg (
DiskGroup = cps_dg
)
IP cpsvip1 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth0
Device @cps2 = eth0
Address = "10.209.81.88"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
Device @cps2 = eth1
Address = "10.209.81.89"
NetMask = "255.255.252.0"
)
Mount cpsmount (
MountPoint = "/etc/VRTScps/db"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cps_dg/cps_volume"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
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)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @cps1
Device @cps2
PingOptimize
NetworkHosts
)

= eth0
= eth0
= 0
@cps1 = { "10.209.81.10 }

NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = eth1
Device @cps2 = eth1
PingOptimize = 0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
)
Quorum quorum (
QuorumResources = { cpsvip1, cpsvip2 }
)
Volume cpsvol (
Volume = cps_volume
DiskGroup = cps_dg
)
cpsmount requires cpsvol
cpsvip1 requires cpsnic1
cpsvip2 requires cpsnic2
cpsvol requires cpsdg
vxcpserv requires cpsmount
vxcpserv requires quorum

//
//
//
//
//

resource dependency tree
group CPSSG
{
IP cpsvip1
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//
{
//
NIC cpsnic1
//
}
// IP cpsvip2
//
{
//
NIC cpsnic2
//
}
// Process vxcpserv
//
{
//
Quorum quorum
//
Mount cpsmount
//
{
//
Volume cpsvol
//
{
//
DiskGroup cpsdg
//
}
//
}
//
}
// }

CP サーバーの設定（/etc/vxcps.conf）ファイル出力のサンプル
次にコーディネーションポイントサーバー（CP サーバー）設定ファイル /etc/vxcps.conf
の出力例を示します。
## The vxcps.conf file determines the
## configuration for Veritas CP Server.
cps_name=cps1
vip=[10.209.81.88]
vip=[10.209.81.89]:56789
vip_https=[10.209.81.88]:55443
vip_https=[10.209.81.89]
port=14250
port_https=443
security=1
db=/etc/VRTScps/db
ssl_conf_file=/etc/vxcps_ssl.properties
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インストール
この付録では以下の項目について説明しています。
■

単一ノードでの VCS のインストールについて

■

インストーラプログラムを使った単一ノードクラスタの作成

■

手動によるシングルノードクラスタの作成

■

シングルノードの手動インストールのためのパス変数の設定

■

VCS のソフトウェアのシングルノードへの手動インストール

■

起動ファイルの修正

■

VCS の設定

■

シングルノードの動作の検証

単一ノードでの VCS のインストールについて
VCS 6.2 は単一ノードにインストールできます。 その後、別のノードを単一ノードクラスタ
に追加して、マルチノードクラスタを形成できます。 マルチノードクラスタに追加する目的
で単一ノードクラスタを準備することもできます。 また、単一ノードクラスタはテストにも使
えます。
単一ノードへの VCS のインストールは、インストーラプログラムを使うか、手動で行って追
加できます。
p.518 の 「インストーラプログラムを使った単一ノードクラスタの作成」 を参照してください。
p.519 の 「手動によるシングルノードクラスタの作成」 を参照してください。
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インストーラプログラムを使った単一ノードクラスタの作
成
表 E-1 は、インストーラプログラムを使った、単一ノードへの VCS のインストールに関係
するタスクを示します。
表 E-1
タスク

インストーラを使って単一ノードクラスタを作成するためのタスク
参照

インストールの準備をします。 p.518 の 「シングルノードのインストールの準備」 を参照してくださ
い。
インストーラを使って、システ p.518 の 「シングルノードクラスタのインストーラの開始」 を参照して
ムに VCS ソフトウェアをイン ください。
ストールします。

シングルノードのインストールの準備
次の 2 つのいずれかの目的のために、インストーラプログラムを使って単一システムにク
ラスタをインストールできます。
■

より大きいクラスタに参加するために、シングルノードクラスタを準備する

■

スタンドアロンのシングルノードクラスタにするために、シングルノードクラスタを準備
する

より大きいクラスタに参加するためにクラスタを準備するときは、そのクラスタで LLT と GAB
を有効にします。 スタンドアロンクラスタの場合は、LLT と GAB を有効にする必要はあり
ません。
LLT と GAB について詳しくは、次を参照してください。
p.22 の 「LLT と GAB について」 を参照してください。

シングルノードクラスタのインストーラの開始
単一システムに VCS をインストールする場合、製品インストーラを使って VCS をインス
トールするにはこのマニュアルの指示に従います。
インストール中は、シングルノードのインストールに特化した 2 つの要求に応答する必要
があります。インストーラから次の要求が発行される場合
Enter the system names separated by spaces on which to install
VCS[q,?]

単一のシステム名を入力します。 設定中に、インストーラから LLT と GAB を有効にする
かどうかを尋ねられます。
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If you plan to run VCS on a single node without any need for
adding cluster node online, you have an option to proceed
without starting GAB and LLT.
Starting GAB and LLT is recommended.
Do you want to start GAB and LLT? [y,n,q,?] (y)

シングルノードクラスタをスタンドアロンクラスタとして使う場合は、n と応答します。
n を選択すると、VCS の LLT、GAB、I/O フェンシングの各カーネルモジュールが無効
になります。そのため、これらのカーネルプログラムはノードにロードされません。
将来的に、シングルノードクラスタにノードを追加する予定の場合は、y と応答します。
インストールを続けます。

手動によるシングルノードクラスタの作成
表 E-2 はシングルノードで VCS をインストールするために実行する必要があるタスクを
指定します。
表 E-2

シングルノードクラスタを手動で作成するためのタスク

タスク

参照

PATH 変数を設定する

p.520 の 「シングルノードの手動インストー
ルのためのパス変数の設定」 を参照してく
ださい。

VCS ソフトウェアを手動でインストールし、ライセンス
キーを追加する

p.520 の 「VCS のソフトウェアのシングル
ノードへの手動インストール」 を参照してく
ださい。

LLT または GAB の設定ファイルをすべて削除し、LLT
と GAB の起動ファイルの名前を変更する
シングルノードクラスタでは、LLT のノード間通信サー
ビスや GAB のメンバーシップ通信サービスは必要あ
りません。
VCS 起動ファイルをシングルノードの動作用に変更
します。

p.520 の 「起動ファイルの修正」 を参照して
ください。

VCS を起動し、シングルノードの動作を検証する

p.520 の 「シングルノードの動作の検証」 を
参照してください。
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シングルノードの手動インストールのためのパス変数の
設定
PATH 変数を設定します。
p.72 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

VCS のソフトウェアのシングルノードへの手動インストー
ル
VCS 6.2 RPMを手動でインストールし、ライセンスキーをインストールします。
次の項を参照してください。
■

p.244 の 「VCS ソフトウェアの手動によるインストール」 を参照してください。

■

p.248 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

起動ファイルの修正
VCS 起動ファイル /etc/sysconfig/vcs を次のように修正します。
特定の行を変更します。
ONENODE=no

変更後:
ONENODE=yes

VCS の設定
ここで、VCS を設定する必要があります。
p.268 の 「VCS の手動設定」 を参照してください。

シングルノードの動作の検証
シングルノードクラスタが正常に作成されたら、VCS を起動し、クラスタを検証します。
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シングルノードクラスタを検証するには

1

hastart に -onenode オプションを指定して、シングルノードクラスタとして VCS を

手動で起動します。
# hastart -onenode

2

had と hashadow デーモンがシングルノードモードで動作していることを確認します。
# ps -ef | grep had
root 285
1 0 14:49:31 ?
root 288
1 0 14:49:33 ?

0:02 /opt/VRTSvcs/bin/had -onenode
0:00 /opt/VRTSvcs/bin/hashadow
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UDP 上での LLT の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT での UDP 層の使用

■

IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定

■

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定

■

/etc/llttab 内の UDP 上での LLT の例

LLT での UDP 層の使用
VCS には、広域ネットワーク（WAN）およびルーターを使うクラスタ用に、UDP（User
Datagram Protocol）層で LLT を使うオプションがあります。UDP を使うことにより、LLT
パケットのルーチングが可能になるため、より経済的に長距離間の伝送を実現できます。

UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある

■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

UDP 上での LLT はイーサネット上での LLT よりも低速です。 ハードウェア構成にとって
必要な場合にのみ、UDP 上で LLT を使用します。

IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

LLT プライベートリンクが別のサブネットにあることを確認してください。各リンクのサ
ブネットに応じて、/etc/llttab 内でブロードキャストアドレスを明示的に設定します。
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p.523 の 「/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス」 を参照してください。
■

各 NIC の IP アドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルで定義されている IP アドレスが、ネットワークインターフェースの
IP アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.525 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

直接接続（ルーティングされていない）リンクのブロードキャストアドレスを正しく設定し
てください。
p.527 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

IP ルーターを介したリンクの場合は、ブロードキャスト機能を無効にし、リンクごとの
IP アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.528 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス
ブロードキャストアドレスは、次の例のように、リンクごとに明示的に設定します。
■

最初のノード sys1 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys1 # cat /etc/llttab
set-node sys1
set-cluster 1
link link1 udp - udp
link link2 udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.1 192.168.9.255
192.168.10.1 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
■

2 つ目のノード sys2 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys2 # cat /etc/llttab
set-node sys2
set-cluster 1
link link1 udp - udp
link link2 udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.2 192.168.9.255
192.168.10.2 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
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/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.527 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.528 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

表 F-1 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。 これらのフィールドの中には、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもあり
ます。
表 F-1

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: udp）。
プレースホルダ文字列。Solaris または HP などの他の UNIX プラット
フォームでは、このエントリはデバイスファイルを示します（例: /dev/udp）。
Linux にはプロトコル用のデバイスがありません。そのためこのフィール
ドは無視されます。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp」である必要があ
ります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.525 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。 lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IP address

ローカルノード上のリンクの IP アドレス。

bcast-address

■

■

ブロードキャスト機能が有効なクラスタの場合は、サブネットブロード
キャストアドレスを指定してください。
「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。

/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があるとき
など、LLT のブロードキャスト機能を無効にする場合に必要です。
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p.528 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
表 F-2 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 F-2
フィールド

説明

node-id

ピアノードのノード ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IP アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できます。
また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次に例
を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがす
でに使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力
にはポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。
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LLT でのサブネットマスクの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、使用中のサブネットにノードがアクセスで
きるようにネットマスクを設定します。次のコマンドを実行し、プロンプトに応答してサブネッ
トマスクを設定します。
# ifconfig interface_name netmask netmask

次に例を示します。
■

ノード sys1 の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.1, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.2, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0
■

ノード sys1 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.1, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.2, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

LLT 用ブロードキャストアドレスの設定
別のサブネットのノード用に、リンクが存在するサブネットに応じて、ブロードキャストアドレ
スを /etc/llttab に設定します。
ノードが異なるサブネット上にあるときの典型的な /etc/llttab ファイルの例。各リンク用に
明示的に設定されたブロードキャストアドレスをメモします。
# cat /etc/llttab
set-node nodexyz
set-cluster 100
link link1 udp - udp 50000 - 192.168.30.1 192.168.30.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.168.31.1 192.168.31.255
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設定例: 直接接続リンク
図 F-1は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
図 F-1

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定

ノード0

ノード1
UDP エンドポイント eth1;
UDP ポート= 50001;
IP = 192.1.3.1;
リンクタグ = link2

eth1;
192.1.3.2;
リンクタグ = link2

スイッチ
UDP エンドポイント eth2;
UDP ポート = 50000;
IP = 192.1.2.1;
リンクタグ = link1

eth2;
192.1.2.2;
リンクタグ = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続し
ています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。こ
れらのリンクは、ルーターを越えません。
LLT はアドレスを検出するためにピアノードにブロードキャスト要求を送信します。したがっ
てピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定す
る必要はありません。直接接続リンクの場合、リンクのブロードキャストアドレスを /etc/llttab
ファイルに設定する必要はありません。IP アドレスおよびブロードキャストアドレスが正し
く設定されていることを確認するには、ifconfig -a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-namedevicenode-rangelink-typeudp portMTU ¥
IP-addressbcast-address
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.1.3.1 192.1.3.255

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
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#configure Links
#link tag-namedevicenode-rangelink-typeudp portMTU ¥
IP-addressbcast-address
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.1.3.2 192.1.3.255

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 F-2 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
図 F-2

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

ノード0（サイト A）

ノード1 （サイト B）
UDP エンドポイント eth2;
UDP ポート = 50001;
IP = 192.1.2.1;
リンクタグ = link2

eth1;
192.1.2.2;
リンクタグ = link2
ルーター

UDP エンドポイント eth1;
UDP ポート = 50000;
IP = 192.1.3.1;
リンクタグ = link1

eth2;
192.1.3.2;
リンクタグ = link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IP アドレスが設定されていることがわかります。この
設定では、ブロードキャストは無効になっています。そのため、ブロードキャストアドレスを
/etc/llttab ファイルの link コマンドで設定する必要はありません。
set-node Node1
set-cluster 1
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.3.1 link link2 udp - udp 50001 - 192.1.4.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
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set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr
set-addr

0
0
2
2
3
3

link1
link2
link1
link2
link1
link2

192.1.1.1
192.1.2.1
192.1.5.2
192.1.6.2
192.1.7.3
192.1.8.3

#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは次のようなファイルです。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.1.1 link link2 udp - udp 50001 - 192.1.2.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
1 link1 192.1.3.1
set-addr
1 link2 192.1.4.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

UDP6 の場合、マルチキャストアドレスは「-」に設定されます。

■

各 NIC の IPv6 アドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルで定義されている IPv6 アドレスが、ネットワークインターフェース
の IPv6 アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
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p.531 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。
■

IP ルーターを介したリンクの場合は、マルチキャスト機能を無効にし、リンクごとの
IPv6 アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.533 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.532 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.533 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

表 F-3 に示したフィールドには、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもありま
す。
表 F-3 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。
表 F-3

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイス名（例: udp6）。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp6」である必要があ
ります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.531 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。 lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IPv6 address

ローカルノード上のリンクの IPv6 アドレス。

mcast-address

「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。
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/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があるとき
など、LLT のマルチキャスト機能を無効にする場合に必要です。
p.533 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
表 F-4 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 F-4
フィールド

説明

node-id

ピアノードの ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IPv6 アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できます。
また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次に例
を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがす
でに使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力
にはポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。
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設定例: 直接接続リンク
図 F-3は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
図 F-3

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定
ノード 1

ノード 0
UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
リンクタグ = link2

fe80::21a:64ff:fe92:1a93;
リンクタグ = link2

スイッチ

UDP ポート = 50000;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b46;
リンクタグ = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1a92;
リンクタグ = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続し
ています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。こ
れらのリンクは、ルーターを越えません。
LLT はピアノードのアドレス検出のために IPv6 マルチキャスト要求を使います。したがっ
てピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定す
る必要はありません。IPv6 アドレスが正しく設定されていることを確認するには、ifconfig
-a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 -

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
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#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 -

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 F-4 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
図 F-4

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

ノード 0
（サイト A）

ノード 1
（サイト B）

UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93;
リンクタグ = link2

fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
リンクタグ = link2

ルーター

UDP ポート = 50000;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a92;
リンクタグ = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1b46;
リンクタグ = link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IPv6 アドレスが設定されていることがわかります。
この設定では、マルチキャストは無効になっています。
set-node Node1
set-cluster 1
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr 0 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1b46
set-addr 0 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1b47
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set-addr
set-addr
set-addr
set-addr

2
2
3
3

link1
link2
link1
link2

fe80::21a:64ff:fe92:1d70
fe80::21a:64ff:fe92:1d71
fe80::209:6bff:fe1b:1c94
fe80::209:6bff:fe1b:1c95

#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは次のようなファイルです。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link2 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr 1 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1a92
set-addr 1 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1a93
set-addr 2 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1d70
set-addr 2 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1d71
set-addr 3 link1 fe80::209:6bff:fe1b:1c94
set-addr 3 link2 fe80::209:6bff:fe1b:1c95
#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

/etc/llttab 内の UDP 上での LLT の例
etc/llttab ファイル内の UDP 上での LLT の例です。
set-node sys1
set-cluster clus1
link eth1 udp - udp 50000 - 192.168.10.1 link eth2 udp - udp 50001 - 192.168.11.1 link-lowpri eth0 udp - udp 50004 - 10.200.58.205 set-addr 1 eth1 192.168.10.2
set-addr 1 eth2 192.168.11.2
set-addr 1 eth0 10.200.58.206
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set-bcasthb 0
set-arp 0
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G
RDMA 上での LLT の使用
この付録では以下の項目について説明しています。
■

RDMA 上での LLT の使用

■

クラスタ環境の RoCE または InfiniBand ネットワーク上の RDMA について

■

アプリケーション間のより高速の相互接続のための LLT での RDMA 機能のサポー
トについて

■

RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例

■

RDMA 上の LLT の設定

■

RDMA 上の LLT のトラブルシューティング

RDMA 上での LLT の使用
ここでは、LLT が RDMA とどのように動作するかについて説明し、RDMA のハードウェ
ア要件および RDMA 上で LLT を設定するための手順を示します。

クラスタ環境の RoCE または InfiniBand ネットワーク上
の RDMA について
RDMA（Remote Direct Memory Access）は、最小限の CPU 関与によりアプリケーショ
ンメモリ間でサーバーからサーバーへのデータの直接移動を可能にする、直接メモリア
クセス機能です。RDMA を使用したデータ転送には、RDMA が有効なネットワークカー
ドおよびスイッチが必要です。 RoCE（RDMA over Converged Ethernet）および
InfiniBand アーキテクチャによって設計されたネットワークでは、RDMA 機能がサポート
されています。RDMA では、これらのネットワーク上のノード間のユーザー領域アプリケー
ションまたはファイルシステム間の高速相互接続が提供されます。 クラスタ環境では、
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RDMA 機能により、異なるノードのアプリケーションが低遅延、低 CPU 使用率でより高
速なデータ転送を行うことができます。
p.537 の 「アプリケーション間のより高速の相互接続のための LLT での RDMA 機能のサ
ポートについて」 を参照してください。

アプリケーション間のより高速の相互接続のための LLT
での RDMA 機能のサポートについて
LLT および GAB では、InfiniBand およびイーサネットメディア (RoCE) 上で RDMA 技
術を使用したアプリケーション間の高速相互接続がサポートされます。 ハードウェアの
RDMA 機能を利用し、既存の LLT 機能もサポートするために、LLT では設定済みの
RDMA リンクごとに 2 つのチャネル（RDMA と非 RDMA）が維持されます。RDMA およ
び非 RDMA チャネルはノード間のデータ転送が可能で、LLT ではこれらのチャネルを
使用するための CFS、CVM などの別の API がクライアントに提供されます。 RDMA チャ
ネルでは、ハードウェアの RDMA 機能の利用によってより高速のデータ転送が提供され
ます。 RDMA チャネルは、クラアントがこのチャネルを使用できるときは主にデータ転送
に使用されます。 非 RDMA チャネルは UDP 層の上に作成され、LLT ではこのチャネ
ルは主にハートビートの送受信に使用されます。非 RDMA チャネルの健全性に基づい
て、GAB ではクラスタのクラスタメンバーシップが決定されます。 RDMA チャネルの接続
管理は非 RDMA チャネルからは分離されていますが、RDMA チャネルに対する接続操
作および切断操作は非 RDMA チャネルの状態に基づいてトリガされます。
非 RDMA チャネルが起動していても、RDMA 層のいくつかの問題が原因で RDMA チャ
ネルがダウンしている場合、非 RDMA チャネル上のデータ転送のパフォーマンスは
RDMA チャネルの問題が解決されるまで低くなります。 システムログには、RDMA チャ
ネルの起動時またはダウン時にメッセージが表示されます。
LLT では、オペレーティングシステムによってインストールされた Open Fabrics Enterprise
Distribution（OFED）層とドライバがハードウェアとの通信に使用されます。RDMA 上の
LLT は、1 つのノード上で動作するアプリケーションが、RDMA が有効なネットワークを
介して接続されている別のノードで動作するアプリケーションのメモリに直接アクセスする
ことを可能にします。それとは対照的に、非 RDMA のネットワークを介して接続されてい
るノードでは、アプリケーションは別のノードで動作するアプリケーションへの直接読み込
みまたは直接書き込みを行うことができません。 CFS、CVM などの LLT クライアントは、
アプリケーションでの読み込みおよび書き込み操作を完了する前にデータの中間コピー
を作成する必要があります。これにより遅延期間が増え、場合によってはパフォーマンス
に影響を与えることがあります。
RDMA ネットワーク上の LLT により、アプリケーションでは中間コピーを作成しなくても
ネットワーク上の別のノードのアプリケーションに読み込みと書き込みを行うことができま
す。これにより、遅延が減り、スループットが増え、CPU ホスト使用率が最小化されるた
め、アプリケーションのパフォーマンスが向上します。 LLT および GAB のクライアントで
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ある Cluster Volume Manager と Cluster File System では、RDMA 機能上の LLT を
特定の使用例で使うことができます。
p.538 の 「RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例 」 を参照してください。

RDMA 上の LLT の使用: サポート対象の使用例
次の使用例に対し、RDMA 上の LLT の機能を設定することができます。
■

フラッシュストレージデバイスの Storage Foundation Smart IO 機能: Smart IO 機
能により、IO ボトルネックを減らしアプリケーションパフォーマンスを向上させるための
フラッシュデバイスでのファイルシステムキャッシュが提供されています。また、Smart
IO 機能がアプリケーション IO のニーズのほとんどを満たしている場合、ストレージコ
ントローラの IO 負荷も減少します。ストレージアレイからの IO 要件が少なければそ
れだけ、同じ IO スループットを維持するために必要なサーバー数が減ります。

■

Storage Foundation IO 転送機能: Storage Foundation Cluster File System HA
（SFCFSHA）の IO 転送機能により、クラスタのノードの 1 つの IO パスがダウンして
もサービスは中断されずにピアノードでアプリケーション間の IO データを転送するこ
とができます。

■

Storage Foundation Flexible Storage Sharing 機能: Cluster Volume Manager
の Flexible Storage Sharing 機能により、ネットワーク共有ストレージと物理共有スト
レージを共存させることができます。 サーバー管理者は、物理共有ストレージを要求
せずに Storage Foundation Cluster File System HA（SFCFSHA）、Storage
Foundation for Oracle RAC（SFRAC）または SFCFSHA アプリケーションに対する
クラスタをプロビジョニングすることができます。

Cluster File System（CFS）および Cluster Volume Manager（CVM）は、LLT および
GAB のクライアントです。 これらのクライアントでは、ノード上のアプリケーション間でデー
タ転送を行うための転送プロトコルとして LLT が使用されます。 RDMA ネットワーク上の
LLT データ転送を使用することにより、ノード間のファイルシステムデータ転送および IO
転送のパフォーマンスが向上します。
ノード間でより高速なアプリケーションデータ転送を行うために RDMA 機能を有効にす
るには、RDMA が有効なネットワークインターフェースカード、RDMA がサポートされて
いるネットワークスイッチをインストールし、オペレーティングシステムを RDMA 用に設定
し、LLT を設定する必要があります。
RDMA がサポートされているハードウェアを選択し、RDMA 機能が使用されるように LLT
を設定します。
p.540 の 「RDMA 上の LLT に対するサポート対象ハードウェアの選択」 を参照してくだ
さい。
p.539 の 「RDMA 上の LLT の設定」 を参照してください。
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RDMA 上の LLT の設定
ここでは、LLT で RDMA 機能のサポートに必要な必須のハードウェアと設定について説
明します。RDMA 上で LLT を設定するための手順は、次のとおりです。
表 G-1

RDMA 上で LLT を設定するための手順を示します。

手順

アクション

説明

サポート対象ハードウェアの選 RDMA が有効なネットワークイ p.540 の 「RDMA 上の LLT に
択
ンターフェースカード（NIC）、 対するサポート対象ハードウェ
ネットワークスイッチおよびケー アの選択」 を参照してください。
ブルを選択します。
サポート対象オペレーティング Linux のタイプのみ。
システムのチェック

RHEL 6.3、RHEL 6.4、SUSE
Linux 11 SP2、SUSE Linux
11 SP3、Oracle Enterprise
Linux 6.3、Oracle Enterprise
Linux 6.4

RDMA、InfiniBand またはイー RDMA、InfiniBand またはイー
サネットドライバおよびユーティ サネットドライバおよびユーティ
リティのインストール
リティにアクセスするためのパッ
ケージをインストールします。

p.540 の 「RDMA、InfiniBand
またはイーサネットドライバおよ
びユーティリティのインストール」
を参照してください。

イーサネットネットワーク上の
RDMA の設定

RDMA およびイーサネットドラ
イバをロードします。

p.541 の 「イーサネットネットワー
ク上の RDMA の設定」 を参照
してください。

InfiniBand ネットワーク上の
RDMA の設定

RDMA および InfiniBand ドラ
イバをロードします。

p.543 の 「InfiniBand ネットワー
ク上の RDMA の設定」 を参照
してください。

システムパフォーマンスの
チューニング

CPU 頻度をチューニングし、シ p.546 の 「システムパフォーマン
ステムのパラメータをブートしま スのチューニング」 を参照して
す。
ください。

LLT の手動設定

RDMA 機能を使用するように
LLT を設定します。

p.548 の 「RDMA 上の LLT の
手動設定」 を参照してください。

また、インストーラを使用して、
LLT が RDMA を使用するよう
に自動的に設定することができ
ます。
LLT 設定の確認

LLT コマンドを実行して、
p.552 の 「LLT 設定の確認」 を
RDMA 上の LLT 設定をテスト 参照してください。
します。

539

付録 G RDMA 上での LLT の使用
RDMA 上の LLT の設定

RDMA 上の LLT に対するサポート対象ハードウェアの選択
RDMA 上の LLT を設定するには、RDMA が有効なハードウェアを使用する必要があり
ます。
表 G-2
ハードウェ サポート対象タイプ
ア

参照

ネットワーク Mellanox-based Host Channel Adapters
カード
（HCA）（VPI、ConnectX、ConnectX-2 およ
び 3）

詳しいインストール情報については、
ハードウェアベンダーのマニュアル
を参照してください。

ネットワーク Mellanox、InfiniBand スイッチ
詳しいインストール情報については、
スイッチ
ハードウェアベンダーのマニュアル
イーサネットスイッチは、Data Center Bridging
を参照してください。
（DCB）対応である必要があります。
ケーブル

銅ケーブルおよび光ケーブル、InfiniBand
ケーブル

詳しいインストール情報については、
ハードウェアベンダーのマニュアル
を参照してください。

警告: RDMA 機能を使用するための MellanoxのNIC をインストールするとき、ハードウェ
アに付属している Mellanox ドライバをインストールしないでください。 LLT では、デフォ
ルトで Linux オペレーティングシステムとインストールされる Mellanox ドライバが使用さ
れます。 LLT は、ハードウェアに付属する Mellanox ドライバをインストールすると設定で
きないことがあります。

RDMA、InfiniBand またはイーサネットドライバおよびユーティリティのイ
ンストール
次の RPM をインストールして、必要な RDMA、InfiniBand またはイーサネットドライバお
よびユーティリティへのアクセスを取得します。 rpm バージョンの RPM は、サポートされ
ている Linux のタイプごとに異なる場合があります。
シマンテック社では、外部の Mellanox OFED パッケージをサポートしていません。 サ
ポート対象のパッケージについては、このセクションで説明します。
シマンテック社では、Yellowdog Updater Modified (yum) パッケージ管理ユーティリティ
を使用して RHEL システムで RPM をインストールし、SUSE システムでコマンドライン
パッケージマネージャ、Zypper を使用することを推奨しています。
メモ: OpenSM パッケージは、InfiniBand ネットワークを設定する場合のみインストールし
ます。その他すべてのパッケージは、InfiniBand およびイーサネットネットワークとともに
必要となります。
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表 G-3
パッケージ

RDMA、InfiniBand またはイーサネットネットワークに必要なドライバ
およびユーティリティについて説明します。
RHEL

RDMA 操作のための ■
Userland デバイスドラ ■
イバ
■

SUSE

libmthca

■

libmthca-rdmav2

libmlx4

■

libmlx4-rdmav2

rdma

■

ofed

librdmacm-utils

■

librdmacm

OpenSM 関連パッ
■
ケージ (InfiniBand の ■
み)
■

opensm

■

opensm

opensm-libs

■

libibumad3

InfiniBand トラブル
■
シューティングおよび ■
パフォーマンステスト ■

Ibutils

■

Ibutils

infiniband-diags

■

infiniband-diags

userland InfiniBand ■
操作のための
■
libibverbs パッケージ

libibverbs-devel

■

libibverbs

■

libibumad

Perftest

libibverbs-utils

イーサネットネットワーク上の RDMA の設定
LLT で RDMA が有効なハードウェアを使用できるように、RDMA およびイーサネットドラ
イバを設定します。
p.541 の 「RoCE（RDMA over Converged Ethernet）の有効化」 を参照してください。
p.542 の 「RDMA と Ethernet ドライバの設定」 を参照してください。
p.542 の 「Ethernet インターフェースでの IP アドレスの設定」 を参照してください。

RoCE（RDMA over Converged Ethernet）の有効化
次の手順は RHEL Linux にインストールされたシステムにのみ適用されます。SUSE
Linix では、RDMA はデフォルトで有効になっています。

1

SFHA スタックが停止していること、LLT および GAB モジュールがロードされてい
ないことを確認します。
p.568 の 「シマンテック製品のプロセスの開始と停止」 を参照してください。

2

RHEL 7 システムを使っている場合は、この手順をスキップしてください。また
は、/etc/modprobe.d/mlx4.conf 設定ファイルを作成または編集し、値 options
mlx4_core hpn=1 をファイルに追加します。これにより Mellanox ドライバ（デフォ
ルトでオペレーティングシステムと共にインストールされる）の RoCE（RDMA over
Converged Ethernet）が有効になります。
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3

Mellanox ドライバがロードされているかどうか確認します。
# lsmod | grep mlx4_en
# lsmod | grep mlx4_core

4

Mellanox ドライバがロードされている場合はアンロードします。
# rmmod mlx4_ib
# rmmod mlx4_en
# rmmod mlx4_core

RDMA と Ethernet ドライバの設定
オペレーティングシステムと共にデフォルトでインストールされている Mellanox ドライバ
をロードし、RDMA サービスを有効にします。

1

（RHEL Linux のみ）Mellanox ドライバをロードします。
# modprobe mlx4_core
# modprobe mlx4_ib
# modprobe mlx4_en

2

Linux オペレーティングシステムの RDMA サービスを有効にします。
RHEL Linux では # chkconfig --level 235 rdma on
SuSE Linix では # chkconfig --level 235 openibd on

Ethernet インターフェースでの IP アドレスの設定
次の手順を実行して、LLT 下に設定するネットワークインターフェース上の IP アドレスを
設定します。これらのインターフェースは、集約インターフェースであってはなりません。
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1

Linux の ifconfig コマンドを使用して IP アドレスを設定します。 リンクごとの IP
アドレスは、異なるサブネットのものである必要があります。
使用できる標準的なプライベート IP アドレスは次のとおりです。
Node 0:
link0: 192.168.1.1
link1: 192.168.2.1
Node 1:
link0: 192.168.1.2
link1: 192.168.2.2

2

ノード間にネットワークレベルの接続性があることを確認するため、ノード間で IP ping
テストを実行します。

3

新しい設定ファイルの作成、または既存のファイルの修正によって、システムの再起
動または再ブート後に IP アドレスが自動で開始するように設定します。
■

RHEL では、ifcfg-eth（Ethernet）設定ファイルを修正することにより
/etc/sysconfig/network-scripts/ ディレクトリを修正します。

■

SUSE では、ifcfg-eth（Ethernet）設定ファイルを修正することにより
/etc/sysconfig/network/ を修正します。
たとえば、Ethernet インターフェース eth0 に対しては、ifcfg-eth0 ファイルを
作成し、次のパラメータに対する値を使用します。

DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.27.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.27.0
BROADCAST=192.168.27.255
NM_CONTROLLED=no # This line ensures IPs are plumbed correctly after bootup
ONBOOT=yes
STARTMODE='auto' # This line is only for SUSE

InfiniBand ネットワーク上の RDMA の設定
InfiniBand ネットワーク上の RDMA を設定するには、InfiniBand ドライバ、OpenSM サー
ビス、InfiniBand インターフェースの IP アドレスを設定する必要があります。
p.544 の 「RDMA と InfiniBand ドライバの設定」 を参照してください。
p.545 の 「 OpenSM サービスの設定」 を参照してください。
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p.545 の 「InfiniBand インターフェース上の IP アドレスの設定」 を参照してください。

RDMA と InfiniBand ドライバの設定
LLT で RDMA に対応したハードウェアを使うことができるよう RDMA と InfiniBand ドラ
イバを設定します。

1

次の RDMA および InfiniBand ドライバがロードされていることを確認してください。
lsmod コマンドを使用してドライバがロードされているかどうか確認します。
デフォルトでは、InfiniBand インターフェースは InfiniBand ドライバをロードするま
で表示されません。この手順は初期設定でのみ必要となります。
# modprobe rdma_cm
# modprobe rdma_ucm
# modprobe mlx4_en
# modprobe mlx4_ib
# modprobe ib_mthca
# modprobe ib_ipoib
# modprobe ib_umad

2

オペレーティングシステムの設定ファイルに設定を追記して起動時にドライバをロー
ドします。
RHEL および SUSE Linux では、/etc/rdma/rdma.conf および
/etc/infiniband/openib.conf ファイルにそれぞれ次の値を追加します。
ONBOOT=yes
RDMA_UCM_LOAD=yes
MTHCA_LOAD=yes
IPOIB_LOAD=yes
SDP_LOAD=yes
MLX4_LOAD=yes
MLX4_EN_LOAD=yes

3

Linux オペレーティングシステムの RDMA サービスを有効にします。
RHEL Linux の場合:
# chkconfig --level 235 rdma on

SUSE Linux の場合:
# chkconfig --level 235 openibd on

544

付録 G RDMA 上での LLT の使用
RDMA 上の LLT の設定

OpenSM サービスの設定
OpenSM は、InfiniBand 対応の Subnet Manager および Subnet Administrator で、
InfiniBand ハードウェアの初期化に必要です。 デフォルトモードで、OpenSM により IB
ファブリックがスキャンされ、ハードウェアが初期化され、ファブリックの変更が一時的に
チェックされます。
InfiniBand ネットワークについて、サービスを設定していない場合は Subnet Manager
を設定します。

1

LLT 下で複数のリンクを設定する場合は、OpenSM 設定ファイルを修正します。
RHEL で、/etc/sysconfig/opensm ファイルを更新します。

2

OpenSM を起動します。
RHEL7 では # systemctl start opensm.service を実行します。
他の Linux システムでは # /etc/init.d/opensm start を実行します。

3

再起動の後、OpenSM が自動的に起動されるように Linux サービスを有効にしま
す。
RHEL Linux では # chkconfig --level 235 opensm on
SUSE Linux では # chkconfig --level 235 opensmd on

InfiniBand インターフェース上の IP アドレスの設定
次の手順を実行して、LLT 下に設定するネットワークインターフェース上の IP アドレスを
設定します。これらのインターフェースは、集約インターフェースであってはなりません。

1

Linux の ifconfig コマンドを使用して IP アドレスを設定します。 リンクごとの IP
アドレスは、異なるサブネットのものである必要があります。
使用可能な標準プライベート IP アドレス: 192.168.12.1、192.168.12.2、
192.168.12.3 など。

2

ノード間に InfiniBand レベルの接続性があることを確認するため、ノード間で
InfiniBand の ping テストを実行します。
■

1 つのノードで、ibping サーバーを起動します。
# ibping -S

■

ノードで、別のノードから ping の実行が必要な InfiniBand インターフェースの
GUID を取得します。
# ibstat

CA 'mlx4_0'
Number of ports: 2
--
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Port 1:
State: Active
--Port GUID: 0x0002c90300a02af1
Link layer: InfiniBand
■

その GUID を使用してピアノードを ping します。
# ibping -G 0x0002c90300a02af1

ここで、0x0002c90300a02af1 はサーバーの GUID です。

3

新しい設定ファイルの作成、または既存のファイルの修正によって、再起動の後に
IP アドレスを自動的に設定します。
■

RHEL で、ifcfg-ibX （InfiniBand ）設定ファイルの修正によっ
て、/etc/sysconfig/network-scripts/ ディレクトリを修正します。

■

SUSE で、ifcfg-ibX （InfiniBand ）設定ファイルの修正によっ
て、/etc/sysconfig/network/ を修正します。

For example, for an Infiniband interface ib0,
create ifcfg-ib0 file with values for the following parameters.
DEVICE=ib0
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.27.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.27.0
BROADCAST=192.168.27.255
NM_CONTROLLED=no # This line ensures IPs are plumbed correctly
after bootup and the Network manager does not interfere
with the interfaces
ONBOOT=yes
STARTMODE='auto' # This line is only for SUSE

システムパフォーマンスのチューニング
システムが最適なパフォーマンスに向けてチューニングされるように、IP ping テストを実
行します。 遅延は 30us 未満であるはずですが、そうでない場合はシステムのチューニ
ングが必要になることがあります。ただし、遅延はシステム設定に基づいて異なる場合が
あります。
システムをチューニングするには、次の手順を実行します。 追加のチューニングについ
ては、Mellanox のパフォーマンスチューニングガイドの説明に従ってください。
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『Performance Tuning Guidelines for Mellanox Network Adapters』

CPU 周波数のチューニング
システムの CPU 周波数をチューニングするには、次の手順を実行します。

1

CPU 周波数がすでにチューニングされているかどうかを確認します。
# cat /proc/cpuinfo | grep Hz

model name
cpu MHz

2

: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 0 @ 3.30GHz
: 3300.179

cpu MHz および model name 属性によって表示される CPU 周波数が同一である

場合、CPU 周波数はすでにチューニングされています。 次の手順をスキップでき
ます。
cpu Mhz および model name 属性によって表示される CPU 周波数が異なる場合、

次の手順に従って周波数をチューニングします。

3

システムコンソールに移動し、システムを再起動します。

4

F11 を押して、BIOS 設定を表示します。

5

BIOS メニューで、［Launch System setup］>［BIOS settings］>［System Profile
Settings］>［System Profile］>［Max performance］に移動します。
メニューオプションはシステムタイプによって異なることがあります。

ブートパラメータ設定のチューニング
ブートパラメータ設定をチューニングするには、次の手順を実行します。

1

/boot/grub/grub.conf ファイルまたはその他のブートローダー設定ファイルで、
intel_iommu の値が off に設定されていることを確認してください。

2

/boot/grub/grub.conf ファイルまたはその他のブートローダー設定ファイルを、

次に示すパラメータとともに追加します（このパラメータが設定ファイルに示されてい
ない場合は追加する）。
intel_idle.max_cstate=0processor.max_cstate=1

3

システムを再起動します。
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RHEL 7 システムの場合:

1

/etc/default/grub ファイルで、intel_idle.max_cstate=0

processor.max_cstate=1 を使って GRUB_CMDLINE_LINUX 変数を追加しま
す。

2

/etc/default/grub が変更されたら、次のコマンドを実行します。
grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

3

システムを再起動します。

RDMA 上の LLT の手動設定
インストーラを使用して、LLT で RDMA を使用するように自動的に設定することができま
す。 RDMA 上の LLT を手動設定するには、このセクションで指定されている手順に従
います。
次のチェックリストは、RDMA 上で LLT を設定するためのものです。
■

LLT プライベートリンクが別のサブネットにあることを確認してください。各リンクのサ
ブネットに応じて、/etc/llttab 内でブロードキャストアドレスを明示的に設定しま
す。
p.548 の 「/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス」 を参照してください。

■

InfiniBand またはイーサネットネットワーク上の各 RDMA 有効 NIC（RNIC）の IP ア
ドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルの IP アドレスが、ネットワークインターフェース（InfiniBand ま

たはイーサネットネットワークインターフェース）の IP アドレスと一致していることを確
認します。
■

各リンクには、UDP ポートに対し一意のプライベート IP 範囲が含まれている必要が
あります。
p.550 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

直接接続（ルーティングされていない）リンクのサンプル設定を参照してください。
p.551 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス
ブロードキャストアドレスは、次の例のように、リンクごとに明示的に設定します。
■

最初のノード sys1 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys1 # cat /etc/llttab
set-node sys1
set-cluster 1
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link link1 udp - rdma
link link2 udp - rdma

50000
50001

-

192.168.9.1 192.168.9.255
192.168.10.1 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
■

2 つ目のノード sys2 の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
sys2 # cat /etc/llttab
set-node sys2
set-cluster 1
link link1 udp - rdma
link link2 udp - rdma

50000
50001

-

192.168.9.2 192.168.9.255
192.168.10.2 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。

/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してくださ

い。設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.549 の 「/etc/llttab ファイルの link コマンド」p.549 の を参照してください。

表 G-4 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したも
のです。 これらのフィールドの中には、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるもの
もあります。
表 G-4

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: udp）。
プレースホルダ文字列。Linux にはプロトコル用のデバイスがありませ
ん。そのためこのフィールドは無視されます。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（RDMA 上の LLT を表す「rdma」である必要があります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.525 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。
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フィールド

説明

MTU

デフォルトは「-」で、8192 という値を持ちます。 RDMA リンクのこのデ
フォルト値を変更しないでください。

IP address

ローカルノード上のリンクの IP アドレス。

bcast-address

サブネットブロードキャストのアドレスの値を指定します。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できます。
また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次に例
を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがす
でに使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力
にはポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

LLT でのサブネットマスクの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、使用中のサブネットにノードがアクセスで
きるようにネットマスクを設定します。次のコマンドを実行し、プロンプトに応答してサブネッ
トマスクを設定します。
# ifconfig interface_name netmask netmask

次に例を示します。
■

ノード sys1 の最初のネットワークインターフェースの場合
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IP address=192.168.9.1, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.2, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0
■

ノード sys1 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.1, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード sys2 の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.2, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

設定例: 直接接続リンク
図 G-1は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
図 G-1

RDMA 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定

ノード0

ノード1
UDP エンドポイント eth1;
UDP ポート= 50001;
IP = 192.1.3.1;
リンクタグ = link2

eth1;
192.1.3.2;
リンクタグ = link2

スイッチ
UDP エンドポイント eth2;
UDP ポート = 50000;
IP = 192.1.2.1;
リンクタグ = link1

eth2;
192.1.2.2;
リンクタグ = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続し
ています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。こ
れらのリンクは、ルーターを越えません。
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LLT はアドレスを検出するためにピアノードにブロードキャストを送信します。したがって
ピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定する
必要はありません。直接接続リンクの場合、リンクのブロードキャストアドレスを /etc/llttab
ファイルに設定する必要はありません。IP アドレスおよびブロードキャストアドレスが正し
く設定されていることを確認するには、ifconfig -a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-namedevicenode-rangelink-typeudp portMTUIP-addressbast-address
link link1 udp - rdma 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 udp - rdma 50001 - 192.1.3.1 192.1.3.255

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-namedevicenode-rangelink-typeudp portMTUIP-addressbast-address
link link1 udp - rdma 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 udp - rdma 50001 - 192.1.3.2 192.1.3.255

/etc/llttab 内の RDMA 上の LLT の例
次に、etc/llttab ファイル内の RDMA 上の LLT の例を示します。
set-node sys1
set-cluster clus1
link eth1 udp - rdma 50000 - 192.168.10.1 - 192.168.10.255
link eth2 udp - rdma 50001 - 192.168.11.1 - 192.168.11.255
link-lowpri eth0 udp - rdma 50004 - 10.200.58.205 - 10.200.58.255

LLT 設定の確認
LLT、GAB およびその他のコンポーネントの起動後に、次のコマンドを実行して、LLT 設
定を確認します。
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1

lltstat -l コマンドを実行して、RDMA リンク設定を表示します。 RDMA リンクに

対する rdma に設定されるリンクタイプを表示します。
# lltstat -l

LLT link information:
link 0 link0 on rdma hipri
mtu 8192, sap 0x2345, broadcast 192.168.27.255, addrlen 4
txpkts 171 txbytes 10492
rxpkts 105 rxbytes 5124
latehb 0 badcksum 0 errors 0

2

lltstat -nvv -r コマンドを実行して、RDMA および非 RDMA チャネルの接続

状態を表示します。
LLT では各 RDMA リンクが内部的に 2 つのモード（RDMA および非 RDMA）で設
定され、これにより RDMA および非 RDMA トラフィックで同じリンクを使用できるよ
うになります。GAB メンバーシップ関連のトラフィックは非 RDMA チャネルに移動
し、ノード間のデータ転送はより良いパフォーマンスに向けて高速の RDMA チャネ
ルに移動します。
# lltstat -rnvv active

LLT node information:
Node
State Link Status TxRDMA RxRDMA Address
* 0 thorpc365 OPEN link0
UP
UP
UP
192.168.27.1
link1
UP
UP
UP
192.168.28.1
link2
UP
N/A
N/A
00:15:17:97:91:2E
1 thorpc366

OPEN

link0
link1
link2

UP
UP
UP

UP
UP
N/A

UP
UP
N/A

192.168.27.2
192.168.28.2
00:15:17:97:A1:7C

RDMA 上の LLT のトラブルシューティング
このセクションでは、問題およびその解決について説明します。

RDMA NIC に関連付けられた IP アドレスがノード再起動時に自動的に
設定されない
IP アドレスが自動的に設定されない場合、LLT エラーが発生することがあります。
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解決策: 一意の IP アドレスを RNIC に割り当て、設定スクリプトで同じアドレスを割り当て
ます。 たとえば、イーサネットネットワークで、ifcfg-eth スクリプトは RNIC の一意の IP
アドレスによって修正される必要があります。
p.545 の 「InfiniBand インターフェース上の IP アドレスの設定」 を参照してください。

Ping テストは、InfiniBand インターフェース上で設定されている IP アド
レスに対し失敗します。
解決策: 物理構成をチェックし、OpenSM を設定します。 複数のリンクを設定している場
合、OpenSM で設定ファイルの複数のリンクが監視されるように設定していることを確認
します。 RHEL で、/etc/sysconfig/opensm ファイルを設定します。
p.545 の 「 OpenSM サービスの設定」 を参照してください。

ノード再起動後、デフォルトでは Virtual Protocol Interconnect（VPI）を
持つ Mellanox カードが InfiniBand モードで設定される
再起動後、Mellanox VPI RNIC はイーサネットモードで設定されることが期待されてい
ます。デフォルトでは、カードは InfiniBand モードで設定されます。
解決策: Mellanox 設定ファイルを更新します。 RHEL で、/etc/rdma/mlx4.conf ファ
イルを設定します。

LLT モジュールが開始しない
LLT の開始が失敗し、次のメッセージが表示されることがあります。
# /etc/init.d/llt start
Starting LLT:
LLT: loading module...
LLT:Error loading LLT dependency rdma_cm.
Make sure module rdma_cm is available on the system.

説明: /var/log/messages にあるシステムログを確認してください。ログファイルに次のエ
ラーが記載されている場合は、IPv6 モジュールがシステムで利用できない可能性があり
ます。また、LLT モジュールに、IPv6 モジュールとの間接依存関係があります。
ib_addr: Unknown symbol ipv6_dev_get_saddr
ib_addr: Unknown symbol ip6_route_output
ib_addr: Unknown symbol ipv6_chk_addr

解決策: IPv6 モジュールを読み込みます。ノードに IPv6 モジュールを設定しない場合
は、IPv6 モジュールを無効モードで開始するように設定します。
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無効モードで IPv6 を開始するには:
◆

/etc/modprobe.d/ フォルダに ipv6.conf ファイルを作成し、このファイルに次の

行を追加します。
options ipv6 disable=1

無効モードでファイルが IPv6 モジュールを読み込むと、LLT モジュールは問題なく起動
します。
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H
セキュアシェルまたはリモー
トシェルの通信用の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定につい
て

■

パスワードなし ssh の手動設定

■

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および rsh 接続の設定

■

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接続の設定

■

ssh セッションの再起動

■

Linux の rsh の有効化

製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェ
ル通信モードの設定について
Symantec ソフトウェアをリモートシステムからインストールしたり、クラスタをインストールし
て設定するには、ノード間で通信を確立する必要があります。インストーラが実行される
ノードは、rsh（リモートシェル）または ssh（セキュアシェル）ユーティリティを実行するため
の権限を持つ必要があります。 インストールは、Symantec ソフトウェアをインストールす
るシステムのスーパーユーザー権限を使って実行する必要があります。
セキュアシェル（ssh）またはリモートシェル（rsh）を使って製品をリモートシステムにインス
トールできます。シマンテック社では、rsh よりも安全な ssh を使うことをお勧めします。
様々な方法で ssh および rshの 接続を設定できます。
■

UNIX シェルコマンドを使って手動で SSH および RSH の接続を設定できます。
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■

installer -comsetup コマンドを実行して SSH と RSH 接続を対話的に設定でき

ます。
■

パスワードユーティリティ pwdutil.pl を実行できます。

この項では、パスワードを使用せずに ssh の通信を設定する方法を説明します。この例
では、インストールディレクトリのあるソースシステム（sys1）と、ターゲットシステム（sys2）
の間に ssh を設定します。この手順は、ターゲットシステムが複数ある場合にも当てはま
ります。
メモ: スクリプトベースと Web ベースのインストーラは、パスワード不要通信の確立をサ
ポートします。

パスワードなし ssh の手動設定
ssh プログラムを使うことで、リモートシステムにログインしてコマンドを実行できます。 ssh
によって、安全でないネットワーク上の 2 つの信頼できないホスト間で、暗号化通信と認
証処理を実現できます。
この手順では、最初に DSA キーペアを作成します。キーペアから、ソースシステムから
の公開キーをターゲットシステム上の authorized_keys ファイルに追加します。
ssh を有効にする前に、ssh のマニュアルとオンラインマニュアルページをお読みくださ
い。ssh の設定に関する問題が発生した場合は、オペレーティングシステムサポートプロ
バイダにお問い合わせください。
オンラインマニュアルやその他のリソースを利用するには、http://openssh.org にある
OpenSSH の Web サイトにアクセスしてください。
DSA キーペアを作成するには

1

ソースシステム（sys1）で、root としてログインし、ルートディレクトリに移動します。
sys1 # cd /root

2

ソースシステムで DSA キーのペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh-keygen -t dsa

以下に類似したシステム出力が表示されます。
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_dsa):

3

Enter キーを押して、デフォルトの /root/.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れま
す。
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4

パスフレーズの入力を求められたら、Enter キーを 2 回押します。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

パスフレーズを入力しません。Enter キーを押します。
Enter same passphrase again:

Enter キーを再度押します。

5

次の行のような出力が表示されます。
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
1f:00:e0:c2:9b:4e:29:b4:0b:6e:08:f8:50:de:48:d2 root@sys1

安全なファイル転送を使って、ソースシステムからの公開キーをターゲットシステムの
authorized_keys ファイルに追加するには

1

ソースシステム（sys1）からターゲットシステム（sys2）上の一時ファイルに公開キーを
移動します。
SFTP（Secure File Transfer Program）を使います。
この例では、ルートディレクトリ内のファイル名 id_dsa.pub が、公開キーの一時ファ
イルの名前です。
安全なファイル転送のために次のコマンドを使ってください。
sys1 # sftp sys2

このシステムで安全なファイル転送が初めて設定された場合、以下のような出力が
表示されます。
Connecting to sys2 ...
The authenticity of host 'sys2 (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9f:61:91:9d:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:88:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

2

「yes」と入力します。
以下のような出力が表示されます。
Warning: Permanently added 'sys2,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@sys2 password:
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3

sys2 の root パスワードを入力します。

4

sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /root/.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /root/.ssh/id_dsa.pub to /root/id_dsa.pub

5

SFTP セッションを終了するため、次のコマンドを入力します。
sftp> quit

6

ターゲットシステムの authorized_keys ファイルに id_dsa.pub キーを追加しま
す。ターゲットシステム（この例では sys2）で ssh セッションを開始するには、sys1
で次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh sys2

プロンプトで sys2 の root パスワードを入力します。
password:

sys2 で次のコマンドを入力します。
sys2 # cat /root/id_dsa.pub >> /root/.ssh/authorized_keys
sys2 # rm /root/id_dsa.pub

7

ソースインストールシステム上で次のコマンドを実行します。ssh セッションが期限切
れになるか終了した場合は、これらのコマンドを実行してセッションを更新することも
できます。プライベートキーがシェル環境に追加され、root ユーザーがグローバル
に使えるようになります。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
sys1 # ssh-add
Identity added: /root/.ssh/id_dsa

これはシェル固有の手順で、シェルがアクティブである間のみ使えます。セッション
中にシェルを閉じた場合は、手順をもう一度実行する必要があります。
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ターゲットシステムに接続できることを確認するには

1

ソースシステム（sys1）で次のコマンドを入力します。
sys1 # ssh -l root sys2 uname -a

sys2 は、ターゲットシステムの名前です。

2

このコマンドはソースシステム（sys1）からターゲットシステム（sys2）に実行され、パ
スフレーズやパスワードは要求されなくなります。

3

ターゲットシステムごとにこの手順を繰り返します。

installer -comsetup コマンドを使用した ssh および rsh
接続の設定
installer -comsetup コマンドを使用して対話形式で ssh および rsh の接続を設定

できます。
次を入力します。
# ./installer -comsetup
Input the name of the systems to set up communication:
Enter the Solaris 10 Sparc system names separated by spaces:
[q,?] sys2
Set up communication for the system sys2:
Checking communication on sys2 ................... Failed
CPI ERROR V-9-20-1303 ssh permission was denied on sys2. rsh
permission was denied on sys2. Either ssh or rsh is required
to be set up and ensure that it is working properly between the local
node and sys2 for communication
Either ssh or rsh needs to be set up between the local system and
sys2 for communication
Would you like the installer to setup ssh or rsh communication
automatically between the systems?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q,?] (y) y
Enter the superuser password for system sys2:
1)

Setup ssh between the systems
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2)
b)

561

Setup rsh between the systems
Back to previous menu

Select the communication method [1-2,b,q,?] (1) 1
Setting up communication between systems. Please wait.
Re-verifying systems.
Checking communication on sys2 ..................... Done
Successfully set up communication for the system sys2

pwdutil.pl ユーティリティを使用した ssh および rsh 接
続の設定
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。ユーザーはこのユーティリティをスクリプトで実行して、ssh および rsh
接続を自動的に設定できます。
# ./pwdutil.pl -h
Usage:
Command syntax with simple format:
pwdutil.pl check|configure|unconfigure ssh|rsh <hostname|IP addr>
[<user>] [<password>] [<port>]
Command syntax with advanced format:
pwdutil.pl [--action|-a 'check|configure|unconfigure']
[--type|-t 'ssh|rsh']
[--user|-u '<user>']
[--password|-p '<password>']
[--port|-P '<port>']
[--hostfile|-f '<hostfile>']
[--keyfile|-k '<keyfile>']
[-debug|-d]
<host_URI>
pwdutil.pl -h | -?
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表 H-1

pwdutil.pl ユーティリティのオプション

オプション

使用法

--action|-a 'check|configure|unconfigure'

処理の種類を指定します。デフォルトは「検査」
です。

--type|-t 'ssh|rsh'

接続の種類を指定します。フォルトは「ssh」で
す。

--user|-u '<user>'

ユーザー ID を指定します。デフォルトはローカ
ルユーザー ID です。

--password|-p '<password>'

ユーザーのパスワードを指定します。デフォルト
はユーザー ID です。

--port|-P '<port>'

ssh 接続のポート番号を指定します。デフォルト
は 22 です。

--keyfile|-k '<keyfile>'

プライベートキーファイルを指定します。

--hostfile|-f '<hostfile>'

ホストをリストするファイルを指定します。

-debug

デバッグ情報を印刷します。

-h|-?

ヘルプメッセージを印刷します。

<host_URI>

次の形式で指定できます。
<hostname>
<user>:<password>@<hostname>
<user>:<password>@<hostname>:
<port>

pwdutil.pl ユーティリティを使用して ssh または rsh を確認、設定、設定解除できま

す。次に例を示します。
■

1 ホストだけで ssh 接続を確認するには:
pwdutil.pl check ssh hostname

■

1 ホストだけで ssh を設定するには:
pwdutil.pl configure ssh hostname user password

■

1 ホストだけで rsh を設定解除するには:
pwdutil.pl unconfigure rsh hostname
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■

同じユーザー ID とパスワードで複数のホストの ssh を設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh -u user -p password hostname1
hostname2 hostname3

■

異なるユーザー ID とパスワードで異なるホストの ssh または rsh を設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2

■

1 つの設定ファイルで、複数のホストの ssh か rsh を確認または設定するには:
pwdutil.pl -a configure -t ssh --hostfile /tmp/sshrsh_hostfile

■

ホスト設定ファイルの機密性を保持するために、サードパーティのユーティリティを使
用して、ホストファイルをパスワードで暗号化および暗号解除することができます。
次に例を示します。
### run openssl to encrypt the host file in base64 format
# openssl aes-256-cbc -a -salt -in /hostfile -out /hostfile.enc
enter aes-256-cbc encryption password: <password>
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password: <password>
### remove the original plain text file
# rm /hostfile
### run openssl to decrypt the encrypted host file
# pwdutil.pl -a configure -t ssh `openssl aes-256-cbc -d -a
-in /hostfile.enc`
enter aes-256-cbc decryption password: <password>

■

デフォルトの $HOME/.ssh ディレクトリにない ssh 認証キーを使うには、--keyfilfile オ
プションを使用して、ssh のキーを指定することができます。次に例を示します。
### create a directory to host the key pairs:
# mkdir /keystore
### generate private and public key pair under the directory:
# ssh-keygen -t rsa -f /keystore/id_rsa
### setup ssh connection with the new generated key pair under
the directory:
# pwdutil.pl -a configure -t ssh --keyfile /keystore/id_rsa
user:password@hostname
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次のコマンドを使用して、設定ファイルの内容を参照できます。
# cat /tmp/sshrsh_hostfile
user1:password1@hostname1
user2:password2@hostname2
user3:password3@hostname3
user4:password4@hostname4
# all default: check ssh connection with local user
hostname5
The following exit values are returned:
0
1
2
3
4
5
255

Successful completion.
Command syntax error.
Ssh or rsh binaries do not exist.
Ssh or rsh service is down on the remote machine.
Ssh or rsh command execution is denied due to password is required.
Invalid password is provided.
Other unknown error.

ssh セッションの再起動
この手順が完了した後に、次のシナリオのいずれかで ssh を再起動できます。
■

ターミナルセッションが閉じた後

■

新しいターミナルセッションが開いた後

■

システムが再起動した後

■

ssh を起動してから長い時間が経過し、ssh を更新する必要がある場合

ssh を再起動するには

1

ソースインストールシステム（sys1）で、秘密キーをシェル環境に追加します。
sys1 # exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL

2

root ユーザーがそのキーをグローバルに使えるようにします。
sys1 # ssh-add

Linux の rsh の有効化
次の項では、リモートシェルを有効にする方法について説明します。
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Symantec 製品のインストールのためにセキュアシェル環境を設定することをお勧めしま
す。
p.557 の 「パスワードなし ssh の手動設定」 を参照してください。
リモートシェルの設定について詳しくは、オペレーティングシステムのマニュアルを参照し
てください。
rhel6/sles の rsh を有効にするには

1

rsh および rsh-server RPM がインストールされていることを確認するには、次の

コマンドを入力します。
# rpm -qa | grep -i rsh
/etc/securetty ファイルにまだ「rsh」行がない場合は、次のコマンドを入力して

追加します。
# echo "rsh" >> /etc/securetty

2

/etc/xinetd.d/rsh ファイル内の disable = no 行を修正します。

3

/etc/pam.d/rsh ファイル内で、auth タイプを required から sufficient に変

更します。
auth

sufficient

4

「promiscuous」フラグを /etc/pam.d/rsh and /etc/pam.d/rlogin の項目
「pam_rhosts_auth.so」の後に追加します。

5

rsh サーバーを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# chkconfig rsh on

6

.rhosts ファイルを修正します。.rhosts ファイルの各行には、各リモートシステム

の完全修飾ドメイン名または IP アドレスが記述されています。このファイルには、ロー
カルシステムへのアクセス権を持っているユーザーの名前も記述されています。たと
えば、ルートユーザーが sys1 に sys2 からリモートアクセスする必要がある場合は、
sys2 のエントリを追加します。次のコマンドを入力して、sys1 の .rhosts ファイルに
companyname.com を行います。
# echo "sys2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

7

Symantec 製品をインストールします。

565

付録 H セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定
Linux の rsh の有効化

rhel6/sles の rsh を無効にするには

1

/etc/securetty ファイル内の rsh エントリを削除します。

2

次のコマンドを入力することで rsh サーバーを無効にします。
# chkconfig rsh off

3

インストール手順を完了したら、セキュリティを確保するため、各ユーザーの $HOME
ディレクトリから .rhosts ファイルを削除します。
# rm -f $HOME/.rhosts

rhel7 の rsh を有効にするには
◆

次のコマンドを実行すると、rsh パスワードなし接続が有効になります。
# systemctl start rsh.socket
# systemctl start rlogin.socket
# systemctl enable rsh.socket
# systemctl enable rlogin.socket
# echo rsh >> /etc/securetty
# echo rlogin >> /etc/securetty
#echo “+ +” >> /root/.rhosts

rhel7 の rsh を無効にするには
◆

次のコマンドを実行すると、rsh パスワードなし接続が無効になります。
#
#
#
#

systemctl
systemctl
systemctl
systemctl

stop rsh.socket
stop rlogin.socket
disable rsh.socket
disable rlogin.socket
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VCS インストールのトラブル
シューティング
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

シマンテック製品のプロセスの開始と停止

■

インストーラでクラスタの UUID を作成できない

■

LLT 起動スクリプトでエラーが表示される

■

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティリティが失
敗する

■

サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS クラスタ ノードでのフェンシング
起動時の問題

ライセンス通知が表示されたときの対応
このリリースは、ライセンスキーがなくてもインストールできます。エンドユーザー使用許諾
契約に従うには、ライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーが管理する
ホストを作成します。60 日以内のこれらの条項に従わない場合は、次の警告メッセージ
が表示されます。
WARNING V-365-1-1 This host is not entitled to run Symantec Storage
Foundation/Symantec Cluster Server.As set forth in the End User
License Agreement (EULA) you must complete one of the two options
set forth below. To comply with this condition of the EULA and
stop logging of this message, you have <nn> days to either:
- make this host managed by a Management Server (see
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http://go.symantec.com/sfhakeyless for details and free download),
or
- add a valid license key matching the functionality in use on this host
using the command 'vxlicinst' and validate using the command
'vxkeyless set NONE'.

EULA の条項に従って、これらのメッセージを削除するには、60 日以内に次のいずれか
の対応を取る必要があります。
■

ホストで使用中の機能に対応する有効なライセンスキーをインストールします。
ライセンスキーのインストール後は、次のコマンドを使ってライセンスキーの認証が必
要です。
# /opt/VRTS/bin/vxlicrep

■

管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することで、キーレスライセンスを継続
します。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless

接続に失敗した後のインストーラの再起動
接続に失敗しためにインストールが強制終了された場合は、インストーラを再起動してイ
ンストールを再開できます。インストーラによって既存のインストールが検出されます。イン
ストールを再開するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。インストールを再開する
と、失敗したポイントからインストールが続行されます。

シマンテック製品のプロセスの開始と停止
インストールと設定の完了後、シマンテック製品インストーラは、インストールした製品で
使われるプロセスを開始します。必要に応じて、製品インストーラを使ってプロセスを停止
または開始できます。
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プロセスを停止するには
◆

-stop オプションを使って、製品インストールスクリプトを停止します。

たとえば、製品のプロセスを停止するには、次のコマンドを入力します。
# ./installer -stop

または
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -stop
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。
プロセスを開始するには
◆

-start オプションを使って、製品インストールスクリプトを開始します。

たとえば、製品のプロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。
# ./installer -start

または
# /opt/VRTS/install/installvcs<version> -start
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.47 の 「スクリプトベースのインストーラについて」 を参照してください。

インストーラでクラスタの UUID を作成できない
インストーラがクラスタの UUID を設定する前に uuidconfig.pl スクリプトを見つけることが
できない場合、次のエラーメッセージが表示されます。
Couldn't find uuidconfig.pl for uuid configuration,
please create uuid manually before start vcs

このエラーメッセージは、VCS の設定、アップグレード中、またはインストーラを使ってク
ラスタにノードを追加するときに表示されることがあります。
回避策: VCS を起動するには、uuidconfig.pl スクリプトを手動で実行して、各クラスタノー
ドに UUID を設定する必要があります。
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クラスタを手動で作成するときにクラスタ UUID を設定するには
◆

クラスタの 1 つのノードで、次のコマンドを実行してクラスタの各ノードにクラスタ UUID
を設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure nodeA
nodeB ... nodeN

ここで、nodeA、nodeB から nodeN はクラスタノードの名前です。

LLT 起動スクリプトでエラーが表示される
同じ clusterid-nodeid ペアと同じイーサネット SAP/UDP ポートを持つシステムがネット
ワーク上に複数存在する場合、LLT 起動スクリプトは次のようなエラーメッセージを表示
します。
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15238 node 1 already exists
in cluster 8383 and has the address - 00:18:8B:E4:DE:27
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15241 LLT not configured,
use -o to override this warning
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15245 cluster id 1 is
already being used by nid 0 and has the
address - 00:04:23:AC:24:2D
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link

対処方法: ネットワーク上のすべてのシステムに一意の clusterid-nodeid のペアがあるこ
とを確認してください。lltdump -f device -D コマンドを使って、ネットワークに接続さ
れている一意の clusterid-nodeid のペアのリストを取得できます。このユーティリティは、
イーサネット上での LLT の場合のみ利用可能です。

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、
vxfentsthdw ユーティリティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.
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他のホストが SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクを予約した場合、ディス
クアレイは SCSI TEST UNIT READY コマンドに対して成功を返すことをサポートしてい
ません。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイの
オプションである 186 ビットが使えない場合に発生します。

サーバーベースのフェンシング用に設定された VCS クラ
スタ ノードでのフェンシング起動時の問題
表 I-1
問題

VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノードでのフェンシング起動の問
題

説明と解決法

VCS クラスタの cpsadm VCS クラスタで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場合は、次の
コマンドで接続エラーが発 処理を実行してください。
生します。
■ CP サーバーがすべての VCS クラスタノードからアクセス可能であることを確認します。
■

■

権限の確認の失敗

/etc/vxfenmode ファイルを確認し、VCS クラスタ ノードが正しい CP サーバー仮想 IP または
仮想ホスト名と正しいポート番号を使っていることを確認します。
HTTPS 通信の場合は、サーバーに一覧表示されている仮想 IP とポートが HTTPS 要求に
対する応答準備ができていることを確認します。

CP サーバーの設定にクライアントクラスタのノードやユーザーを追加していないと、権限の確認が
失敗します。この状態では、VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングが、CP サー
バーにアクセスして自身を CP サーバーに登録することができません。 主たるコーディネーション
ポイントの登録が失敗すると、フェンシングは起動しません。
この問題を解決するには、CP サーバーの設定にクライアントクラスタノードとユーザーを追加し、
フェンシングを再起動します。
p.290 の 「CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動による準備」 を参照してください。

認証の失敗

CP サーバーと VCS クラスタ（クライアントクラスタ）ノードの間でセキュアな通信を設定した場合、
次のような原因で認証の失敗が起きることがあります。
■

■

■

クライアントクラスタは CP サーバーとの安全な通信を確立するために、独自の専用キー、署
名済みの証明書、認証局（CA）の証明書を必要とします。いずれかのファイルがない、または
破損している場合、通信は失敗します。
クライアントクラスタ証明書がクライアントの専用キーに対応していない場合、通信は失敗しま
す。
CP サーバーとクライアントクラスタの信頼の証明連鎖に共通の CA がない場合、通信は失敗
します。
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J
CP サーバーベースの I/O
フェンシングのVCS クラスタ
設定図サンプル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成
図
次の CP サーバー構成図は、構成内で CP サーバーを設定する場合のガイドとして使う
ことができます。
■

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ:
p.574 の 図 J-1 を参照してください。

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントクラス
タ:

■

リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノードキャンパ
スクラスタ:

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数のクライアン
トクラスタ:

付録 J CP サーバーベースの I/O フェンシングのVCS クラスタ設定図サンプル
サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラス
タ
図 J-1 は、2 つの一意なクライアントクラスタが 3 台の CP のサーバー（コーディネーショ
ンポイント）によって機能している構成を示しています。各クライアントクラスタは一意の
ユーザー ID を持ちます（UUID1 と UUID2）。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラ
スタ
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図 J-2 は、クライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル SCSI-3
LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
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クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクはディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するク
ライアントクラスタ

図 J-2
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノー
ドキャンパスクラスタ
図 J-3 は、2 ノードキャンパスクラスタが 1 台のリモート CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスク（各サイトから 1 台）がディスクグループ vxfencoorddg に属しま
す。3 番目のコーディネーションポイントはシングルノード VCS クラスタの CP サーバー
です。
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 によって機能する 2 ノードキャ
ンパスクラスタ

図 J-3
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複
数のクライアントクラスタ
図 J-4は、複数のクライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクがディスクグループ vxfencoorddg に属します。3 番目のコーディ
ネーションポイントは、自身の共有データベースとコーディネータディスクを持つ、SFHA
クラスタでホストされる CP サーバーです。
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複
数のクライアントクラスタ
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K
他の製品とともに Symantec
Cluster Server をインストー
ルする場合の互換性問題
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ほかのシマンテック社製品が存在する環境での Storage Foundation 製品のインス
トール、アンインストール、またはアップグレード

■

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストー
ル、またはアップグレード

■

ApplicationHA が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンイ
ンストール、またはアップグレード

■

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンイン
ストール、またはアップグレード

ほかのシマンテック社製品が存在する環境での Storage
Foundation 製品のインストール、アンインストール、ま
たはアップグレード
ほかのシマンテック社製品がインストールされている環境に Storage Foundation をイン
ストールすると、互換性の問題が生じることがあります。たとえば、VOM、ApplicationHA、
NetBackup が存在するシステムに Storage Foundation 製品をインストールする場合な
どです。

付録 K 他の製品とともに Symantec Cluster Server をインストールする場合の互換性問題
VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストール、またはアップグレード

VOM が存在する場合の Storage Foundation 製品のイ
ンストール、アンインストール、またはアップグレード
VOM がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation 製品のインス
トールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

VOM Central Server が存在する環境で Storage Foundation 製品をインストール
またはアップグレードすると、インストーラによって VRTSsfmh のアップグレードがス
キップされ、VOM Central Server と管理対象ホストRPM そのままの状態で残されま
す。

■

VOM Central Server が存在する環境で Storage Foundation 製品をアンインストー
ルすると、インストーラによって VRTSsfmh がアンインストールされません。

■

VOM 管理対象ホストが存在する環境で Storage Foundation 製品をインストールま
たはアップグレードすると、VRTSsfmh をアップグレードすることを通知する警告メッ
セージがインストーラによって表示されます。

ApplicationHA が存在する場合の Storage Foundation
製品のインストール、アンインストール、またはアップグ
レード
ApplicationHA がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation のイ
ンストールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたは
アップグレードを行うとき、インストーラは VCS をインストールされた製品としてみなし
ません。VRTSvcs 付属RPMを使用している場合も同様です。

■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたは
アップグレードを行うとき、インストーラを使用して、VCS を使う製品のインストールま
たはアップグレードを行うことはできません。VCS、SFHA、SFCFS、SFCFSHA、
SFRAC、SFCFSRAC、SFSYBASECE をインストールまたはアップグレードするこ
とはできません。

■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたは
アップグレードを行うとき、インストーラを使用して、VM、FS、SF、または DMP のイン
ストールまたはアップグレードを実行できます。

■

ApplicationHA が存在する環境で Storage Foundation 製品をアンインストールして
も、インストーラは VRTSsfmh のアンインストールは行いません。
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NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製品のインストール、アンインストール、またはアップグレード

NetBackup が存在する場合の Storage Foundation 製
品のインストール、アンインストール、またはアップグレー
ド
NetBackup がすでにインストールされているシステムでの Storage Foundation のイン
ストールまたはアップグレードを計画する場合、次の互換性問題に注意してください。
■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のインストールまたはアッ
プグレードを行うと、インストーラは VRTSpbx と VRTSicsco のアンインストールは実
行しません。 VRTSat のアップグレードは行われません。

■

NetBackup が存在する環境で Storage Foundation 製品のアンインストールを行う
と、インストーラは VRTSpbx、VRTSicsco、VRTSat のアンインストールは実行しま
せん。
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L
Steward プロセスのアップグ
レード
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Steward プロセスのアップグレード

Steward プロセスのアップグレード
Steward プロセスは、セキュアモードと非セキュアモードの両方で設定できます。 次の手
順に、Steward プロセスをアップグレードする方法を示します。

セキュアモードで設定されている Steward を 6.1 から 6.2 にアッ
プグレードする
セキュアモードで設定されている Steward をアップグレードするには

1

Steward システムに root ユーザーとしてログオンします。

2

Steward プロセスを停止します。
# steward -stop -secure

3

次を使用して、VRTSvcs と VRTSperl RPM をアップグレードします。
# rpm -Uvh

4

Steward プロセスを開始します。
# steward -start -secure

付録 L Steward プロセスのアップグレード
Steward プロセスのアップグレード

非セキュアモードで設定されている Steward を 6.1 から 6.2 にアッ
プグレードする
非セキュアモードで設定されている Steward をアップグレードするには

1

Steward システムに root ユーザーとしてログオンします。

2

Steward プロセスを停止します。
# steward -stop

3

VCS 6.2 クラスタのノードから Steward システムに Steward のバイナリをコピーし
て置き換えます。 このファイルは、/opt/VRTSvcs/bin/ ディレクトリにあります。 バ
イナリのコピー元でもコピー先と同じバージョンの Linux が実行されていることを確
認します。

4

Steward プロセスを開始します。
# steward -start

詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』の「Steward プロセスについて: 2
つのクラスタのグローバルクラスタにおけるスプリットブレインの処理」を参照してください。
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