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1
Symantec ApplicationHA 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 ApplicationHA とは

■

どのアプリケーションを監視できますか。

■

Symantec ApplicationHA セットアップのコンポーネント

■

Symantec ApplicationHA のユーザー権限

■

Symantec ApplicationHA エージェント

■

Symantec ApplicationHA のライセンス交付

Symantec ApplicationHA とは
Symantec ApplicationHA は、Oracle VM Server for SPARC 仮想環境の 論理ドメイ
ン 内部で実行するアプリケーションの監視機能を提供します。 Symantec ApplicationHA
は、制御ドメインで シマンテック社™ Cluster Server（VCS）が提供するコアとなる高可用
性（HA）機能にアプリケーションを認識する層を追加します。
Symantec ApplicationHA は VCS に基づき、エージェント、リソース、サービスグループ
などの類似概念を使います。 ただし、GAB（Group Membership Atomic Broadcast）や
LLT（Low Latency Transport）、および VxFEN（Veritas Fencing）などの高可用性クラ
スタコンポーネントは含まれません。Symantec ApplicationHA は、より迅速なインストー
ルと設定を可能にする軽量版のサーバーフットプリントを使います。
主に次のような利点があります。
■

VCS とのアウトオブザボックス統合。

第 1 章 Symantec ApplicationHA の概要
Symantec ApplicationHA とは

■

アプリケーションの完全な可視性と制御、ゲストドメインの内部で実行中のアプリケー
ションの起動、停止、監視を行う機能。

■

アプリケーションの高可用性、内部でアプリケーションが動作するゲストドメインの高可
用性

■

次のような、段階的アプリケーション障害管理応答:

■

■

アプリケーション再起動

■

ゲストドメインの ApplicationHA 開始による再ブート、適切な内部の再ブート（ソフ
トによる再ブート）

■

ゲストドメインの VCS 開始するによる再ブート、外部の再ブート（ハードによる再
ブート）

■

別の VCS ノードへのゲストドメインのフェールオーバー。

特殊なアプリケーション保守モード（このモードでは、ApplicationHA により、保守ま
たはトラブルシューティングの対象となっているアプリケーションを意図的に停止でき
ます）。

Oracle VM Server for SPARC 環境への ApplicationHA の配備方法
Oracle VM Server for SPARC は、Oracle Solaris CoolThreads テクノロジベースの
サーバーでサポートされる仮想化およびパーティションソリューションです。Oracle VM
Server for SPARC を使って、単一の物理ホスト上に論理ドメインと呼ばれる複数の仮想
システムを作成できます。
Oracle VM Server for SPARC 仮想化環境で、ApplicationHA は、ゲストドメインで実行
されるアプリケーションの高可用性を実現します。VCS（シマンテック社 Cluster Server）
は、物理ホストで実行されるゲストドメインの高可用性を実現します。
次の図は、ApplicationHA と VCS が典型的な Oracle VM Server for SPARC 仮想化
環境でどのように配備されるかを示します。
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Oracle VM Server for SPARC ソフトウェアをインストールするとき、物理ホストで作成す
る最初の論理ドメイン は制御ドメインです。同じ物理ホスト上のその他の論理ドメインにつ
いては、このドキュメントでは「ゲストドメイン」と呼びます。
ApplicationHA はゲストドメインにインストールされ、ゲストドメインで実行される設定済み
のアプリケーションに対して高可用性を発揮します。VCS は、SFCFSHA（Storage
Foundation Cluster File Server High Availability）スタックインストールの一部として制
御ドメインにインストールされます。VCS は、設定済みのアプリケーションが動作するゲス
トドメインに対して高可用性を発揮します。
ゲストドメインのアプリケーション対応の監視を確実に行うには、ApplicationHA の VCS
サポートを有効にする必要があります（enable_applicationha スクリプトを使用）。
p.25 の 「ApplicationHA の VCS サポートの有効化」 を参照してください。
ApplicationHA のサポートを VCS で有効にすると、監視されているゲストドメインと VCS
ノード（制御ドメイン）間にプライベート VLAN が作成されます。プライベート VLAN は、
制御ドメインの VCS とゲストドメインの ApplicationHA との間のハートビート通信を容易
にします。
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VOM（Veritas Operations Manager）には、ApplicationHA を使ったアプリケーションモ
ニタリングの管理のための集中型管理コンソール（GUI）が用意されています。
VCS で高可用性ゲストドメインをどのように監視するかについて詳しくは、『SFHA
Virtualization Solutions Guide for Solaris』を参照してください。

Symantec ApplicationHA と VCS の連携について
ゲストドメインにインストールされた Symantec ApplicationHA は、制御ドメインにインス
トールされた VCS と直接通信します。Symantec ApplicationHA はハートビートの形で
アプリケーションの健全性状態を VCS に伝達します。VCS が、指定した間隔で特定の
ゲストドメインからハートビートを受け取らない場合、VCS はそのゲストドメインを再起動
するか、VCS クラスタ内の別の物理ホストにフェールオーバーします。
ゲストドメインで実行中のアプリケーションは、VOM（Veritas Operations Manager）を
使って監視できます。
VOM クライアントから［Symantec High Availability］ビューにアクセスし、ゲストドメインで
のアプリケーション監視操作を実行できます。このビューでは、アプリケーションの監視を
設定し、設定したアプリケーションをゲストドメインで監視、制御します。アプリケーション
の監視を設定すると、［Symantec High Availability］タブにアプリケーションの状態とコン
ポーネントの依存関係が表示されます。
次の図は、Oracle が監視対象に設定されている［Symantec High Availability］タブを示
しています。

Symantec ApplicationHA がアプリケーションエラーを検出するしくみ
Symantec ApplicationHA のアーキテクチャはエージェントフレームワークを使って、ゲ
ストドメイン内部で動作しているアプリケーションとそれに依存するコンポーネントの状態
を監視します。Symantec ApplicationHA エージェントは特定のコマンド、テスト、スクリプ
トを実行することにより、設定したアプリケーションの全体的な健全性を監視します。詳し
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どのアプリケーションを監視できますか。

くは、アプリケーション固有のエージェントマニュアルのエージェント関数に関する項、ま
たは ApplicationHA とともに配布される汎用エージェントマニュアルを参照してください。
ApplicationHA ハートビートエージェントは、アプリケーション監視を設定するときにゲス
トドメインで自動設定されます。ハートビートエージェントは制御ドメインの VCS にアプリ
ケーションハートビートを送信します。Symantec ApplicationHA はアプリケーションハー
トビートを通信メディアとして使い、アプリケーションの状態を VCS に伝達します。
アプリケーションが失敗した場合に、アプリケーションエージェントは設定可能な回数のア
プリケーションの再起動を試みます。エージェントがアプリケーションを開始できない場合
は、ApplicationHA がゲストドメインの再ブートを試行します。ゲストドメインを再起動する
と、Symantec ApplicationHA は事前に定義した順序でアプリケーションとそれに依存す
るコンポーネントを開始することを試みます。

どのアプリケーションを監視できますか。
アプリケーションが次の条件を満たしている場合、ほぼすべてのアプリケーションを
Symantec ApplicationHA で制御することが可能です。
■

定義されている起動、停止、監視用のプロシージャが存在する。
監視対象のアプリケーションに起動、停止、監視のための定義済みプロシージャがあ
る必要があります。
起動プロシージャ

アプリケーションには、アプリケーション自身を起動するコマンドと、必要
になる可能性があるすべての依存コンポーネントおよびリソースが備わっ
ている必要があります。 Symantec ApplicationHA では、特定の順序
で必要なリソースを起動し、定義済みの起動プロシージャを使ってアプ
リケーションを起動します。

停止プロシージャ

アプリケーションには、アプリケーション自身を停止するコマンドと、すべ
ての依存コンポーネントおよびリソースが備わっている必要があります。
Symantec ApplicationHA が定義された停止プロシージャを使ってア
プリケーションを停止させた後、起動したときと逆の順番で必要なリソー
スを停止させます。

監視プロシージャ

アプリケーションには、指定されたアプリケーションインスタンスが正常か
どうかを判断する監視プロシージャが必要です。また、複数のインスタン
スが起動していたとしても、各インスタンスを識別して個別に監視できる
必要があります。たとえば、データベース環境では、監視アプリケーショ
ンをデータベースサーバーに接続し、SQL コマンドを実行してデータ
ベースに対する読み書きアクセスを確認できます。
テスト結果とユーザーの操作の一致度が高ければ、テストでさらに問題
を検出しやすくなります。 アプリケーションを確実に動作させることと、監
視によるオーバーヘッドを最小限にとどめることとの間で、監視のレベル
のバランスをとるようにしてください。
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Symantec ApplicationHA セットアップのコンポーネント

■

既知の状態でアプリケーションを再開する機能
アプリケーションの停止時には、すべてのタスクを終了し、必要なデータを保存してか
ら、終了する必要があります。 Symantec ApplicationHA がアプリケーションの再起
動を試みるときは、最後の既知の状態から起動できる必要があります。 サーバーク
ラッシュの場合には、アプリケーションは正常に回復できる必要があります。
Sybase や Oracle などの商用データベースは、クラッシュに対応できる優れたアプリ
ケーションの一例です。 クライアントの リクエスト時には、クライアントはサーバーから
の承認を受け取るまでリクエストを保持しなければなりません。 サーバーがリクエスト
を受け取ると、専用のログファイルである REDO ログファイルに保存されます。デー
タベースは、クライアントに応答を返す前に、データが保存されていることを確認しま
す。
サーバーがクラッシュした場合でも、データベースは、表データをマウントして REDO
ログを適用することにより、クラッシュ直前のコミット状態に修復します。 これは、クラッ
シュ時のデータベースの状態に戻すことになります。クライアントは、サーバーに承認
されていない未処理のクライアントリクエストを再提出し、その他すべてのリクエストは
REDO ログに記録されます。

Symantec ApplicationHA セットアップのコンポーネント
ゲストドメイン用の Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネント
Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネントは、アプリケーションを監視するゲストドメ
インに個別にインストールされます。ゲストコンポーネントには、アプリケーションを設定し、
監視するために使われる設定ウィザードと ApplicationHA エージェントが含まれます。
また、ゲストコンポーネントには、Veritas Storage Foundation Messaging Service（xprtld）
が含まれます。このサービスは、ゲストドメインで動作するアプリケーションの状態をやり取
りして、Veritas Operations Manager MS コンソールの［Symantec High Availability］
ビューにそれを表示します。

仮想化インフラストラクチャの VCS
VCS（シマンテック社 Cluster Server）は、SFCFSHA（Storage Foundation Cluster File
System High Availability）スタックインストールの一部として制御ドメインにインストールさ
れます。VCS は、VCS クラスタを構成するため、複数の物理ホスト上の制御ドメインにイ
ンストールされます。その結果、VCS は、そのような物理ホストにある Oracle VM Server
for SPARC 仮想化環境のインフラストラクチャ層で高可用性を実現します。VCS は主
に、ApplicationHA が設定済みのアプリケーションを監視するゲストドメインで高可用性
を保証します。
ApplicationHA と VCS が Oracle VM Server for SPARC 仮想化環境でどのように配
備されるかについての詳細情報:
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p.8 の 「 Oracle VM Server for SPARC 環境への ApplicationHA の配備方法」 を参
照してください。
VCS を SFCFSHA インストールの一部としてインストールする方法について詳しくは、
『SFCFSHA インストールガイド』を参照してください。

Symantec ApplicationHA のユーザー権限
Symantec ApplicationHA は、VOM Management Server Console を使って
ApplicationHA を管理する場合に利用できる一連の権限を提供します。これらの権限
は、ユーザーがゲストドメインで実行できるアプリケーション監視操作を定義します。作成
したロールに権限を割り当てたり、仮想環境で利用できる既存のロールに権限を割り当
てることができます。アプリケーション監視操作は、VOM ユーザーに割り当てられた権限
に応じて有効または無効にできます。たとえば、ゲストドメインのアプリケーション監視の
設定には管理者権限が必要となります。
VOM の管理者は、これらの権限を使って、アプリケーション監視環境でアクセス制御を
設定できます。
Symantec ApplicationHA は次の権限を提供します。
■

アプリケーション監視状態の表示（ゲスト）
ゲストドメインのアプリケーション監視状態を表示できます。 ゲストは、ApplicationHA
のすべての操作を実行できません。

■

アプリケーション監視の制御（オペレータ）
設定済みのアプリケーションの開始と終了、アプリケーション監視の有効化と無効化、
アプリケーション監視設定の指定、アプリケーション監視の保守モードの実行と終了、
アプリケーション監視状態の表示などを含むすべての ApplicationHA の操作を実行
できます。
オペレータは、ゲストドメインのアプリケーション監視の設定または設定解除を実行で
きません。

■

アプリケーション監視の設定（管理者）
アプリケーション監視の設定と設定解除、設定済みのアプリケーションの開始と終了、
アプリケーション監視の有効化と無効化、アプリケーション監視設定の指定、アプリ
ケーション監視の保守モードの実行と終了、アプリケーション監視状態の表示などを
含むすべての ApplicationHA の操作を実行できます。

Symantec ApplicationHA エージェント
エージェントはアプリケーション固有のモジュールであり、システムで事前定義されたリ
ソースタイプのアプリケーションとリソースを管理する ApplicationHA フレームワークにプ
ラグインします。このエージェントは Symantec ApplicationHA ゲストコンポーネントのイ
ンストール時にインストールされます。これらのエージェントは、アプリケーションで設定さ
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れたリソースの開始、停止、監視を行い、状態の変化を報告します。アプリケーションまた
はコンポーネントが失敗すると、ApplicationHA はゲストドメインのアプリケーションとリソー
スを再起動します。
IMF （Intelligent Monitoring Framework）をサポートするエージェントは、アプリケーショ
ンコンポーネントの非同期の監視も行います。 これらのエージェントは IMF 通知モジュー
ルに登録して、コンポーネントの状態変化に関する通知を受け取ります。 IMF 対応の
エージェントにより、システムリソースの使用率および迅速な障害検出についてパフォー
マンスが大幅に向上します。
IMF 機能の詳細情報:
p.66 の 「インテリジェントな監視の動作方法」 を参照してください。
Symantec ApplicationHA エージェントは次のように分類されます。
■

インフラのエージェント
NIC、IP および Mount といったエージェントがインフラのエージェントとして分類され
ます。インフラのエージェントは、ゲストドメイン上に ApplicationHA インストールの一
部として自動的にインストールされます。
インフラのエージェントの詳細については、『Symantec Cluster Server 付属エージェ
ントリファレンスガイド（Solaris）』を参照してください。

■

Application エージェント
アプリケーションエージェントは、Oracle などのサードパーティアプリケーションの監
視に使われます。これらのエージェントは個別にパッケージ化されており、Symantec
ApplicationHA ゲストコンポーネントをインストールすると、インストール可能なエー
ジェントパックの形で利用可能です。
ApplicationHA エージェントパックは年 4 回リリースされます。エージェントパックは新
しいアプリケーションのサポートのほかに、既存のエージェントへの修正と拡張が含ま
れています。既存の ApplicationHA ゲストコンポーネントのインストールでエージェン
トパックをインストールできます。
最新のエージェントパックが利用できるかについては、Symantec Operations
Readiness Tools（SORT）の Web サイトにアクセスしてください。
https://sort.symantec.com/agents
アプリケーションエージェントの詳細については、アプリケーションごとの設定ガイドを
参照してください。

Symantec ApplicationHA のライセンス交付
Symantec ApplicationHA はライセンス製品です。Symantec ApplicationHA ライセン
スは ApplicationHA のゲストコンポーネントに適用可能で、ゲストで実行されているオペ
レーティングシステムに基づきます。
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
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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、シマンテック社のライセンスに関
するサポート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
Symantec ApplicationHA 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。
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。
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
応した永続ライセンスキーをインストールする必要があります。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 Symantec ApplicationHA からこのリリースにアップグレードを行い、既
存のライセンスキーの期限が切れている場合は、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。
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。

p.52 の 「コマンドラインによる ApplicationHA ライセンスの管理」 を参照してくださ
い。
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。
■

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

ルする。
p.52 の 「コマンドラインによる ApplicationHA ライセンスの管理」 を参照してくださ
い。
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ライセンスキーは、ApplicationHA ゲストコンポーネントがインストールされているゲストド
メインから追加または表示できます。ライセンスキーは、コマンドラインまたは［Symantec
High Availability］タブから追加できます。詳細は次のとおりです。
p.50 の 「ApplicationHA ライセンスの管理について」 を参照してください。
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VOM との連携
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Operations Manager について

■

VOM Management Server への管理対象ホストの追加

■

VOM を使った Symantec ApplicationHA のアクセス制御の設定

Veritas Operations Manager について
VOM（Veritas Operations Manager）には、SFHA（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。この製品
は、リソースの監視、視覚化、管理を行い、それらのリソースに関するレポートを生成しま
す。VOM を使うと、管理者は多様なデータセンター環境を中央で管理できます。
標準的な VOM の配備は MS（Management Server）と管理対象ホストで構成されます。
管理対象ホストは、VOM によってサポートされる任意のプラットフォームで実行される物
理システムまたは仮想システムです。
VOM 管理サーバーのインストールについて詳しくは、『Veritas Operations Manager イ
ンストールガイド』を参照してください
VOM では、オブジェクトを管理して管理タスクを提供するために、パースペクティブと組
織の概念を使います。
パースペクティブは、データセンター内の異なるロールに基づいて形成される、オブジェ
クトと管理タスクの自然なグループ化です。サーバー、可用性、ストレージ、仮想化などの
さまざまなパースペクティブがあります。サーバーのパースペクティブでは、ユーザーは
ホストを管理するほか、ディスク、ディスクグループ、ボリューム、ファイルシステムなどのホ
スト上にあるオブジェクトを管理します。可用性のパースペクティブでは、ユーザーは、ク
ラスタ、サービスグループ、VBS（Virtual Business Services）を管理します。
組織は、パースペクティブ内のオブジェクトのコレクションで、グループとしてセキュリティ
保護および管理することができます。たとえば、サーバーのパースペクティブでは、
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Windows、Linux、AIX などのオペレーティングシステムに基づいたホストの組織を作成
できます。ApplicationHA システムと基本管理の設定または設定解除を、サーバーのパー
スペクティブから行うことができます。基盤となる ApplicationHA リソースを詳細に可視化
し、管理するためには、可用性のパースペクティブを使うことができます。
シマンテック社では、ApplicationHA を管理するために VOM 管理サーバーを使う前に、
VOM の GUI、概念、方法についてよく理解しておくことを推奨します。詳しくは、『Veritas
Operations Manager Management Server ユーザーズガイド』を参照してください。
次のトピックでは、VOM クライアントから実行できる ApplicationHA の管理に関連するタ
スクについて説明します。
■

管理対象ホストの VOM への追加

■

VOM でのロールと権限の割り当て

■

VOM からの ApplicationHA の VCS サポートの有効化

■

VOM からの ApplicationHA の VCS サポートの無効化

■

VCS の属性の設定

■

Symantec High Availability ビューの開始

VOM Management Server への管理対象ホストの追加
ApplicationHA の管理下にあるゲストドメインで実行中のアプリケーションを監視するに
は、管理対象ホストとしてゲストドメインを VOM MS（Management Server）に追加する
必要があります。
シマンテック社では、管理対象ホストとして VOM に必須のゲストドメインを実行する物理
ホストを追加することもお勧めします。この手順は、特にフェールオーバーが起きた場合
に、どのゲストドメインがどの物理ホストで実行されているかを判断するのに役立ちます。
CSV ファイルを使って複数のホストを VOM に追加することもできます。
管理ホストを追加する前に、次の条件が整っていることを確認します。
■

管理対象ホストと VOM MS の間の接続が確立されている。

■

仮想システムまたは物理ホストの VCS にある ApplicationHA インストール環境の一
環として、VRTSsfmh 6.0 以降がインストールされている（最新の管理サーバー機能
を利用するために、最新版の VRTSsfmh をインストールすることをお勧めします）。

■

仮想化層の ApplicationHA 6.2 以降やインフラストラクチャ層の VCS 6.1 以降と連
携するため、VOM Management Server 6.0 以降がインストールされている。
メモ: VOM では、この条件が満たされなくてもエラーは表示されません。
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■

ログオンユーザーには、仮想システムの ApplicationHA タスクを実行するための適
切な管理権限とルート権限があります。詳しくは、
p.20 の 「VOM を使った Symantec ApplicationHA のアクセス制御の設定 」 を参照
してください。

1 つ以上の管理対象ホストを Management Server に追加するには

1

管理サーバーのコンソールの［ホーム（Home）］ページで、［設定（Settings）］をク
リックします。

2

次のいずれかを実行します。

3

■

［ホストの追加（Add Hosts）］、［エージェント（Agent）］の順にクリックします。

■

［設定（Settings）］タブで［ホスト（Host）］をクリックし、［ホストの追加（Add
Hosts）］、［エージェント（Agent）］の順にクリックします。

1 つ以上のホストを手動で指定するには、［エントリの追加（Add Entry）］をクリックし、
各ホストについての次のようなホストの詳細を指定します。
■

ホスト名: Management Server からホストに接続するために使う IP アドレスまた
はホスト名を指定します

■

ユーザー名: 管理者権限またはルート権限を持つユーザー名を指定します

■

パスワード: 指定されたユーザー名でログオンするためのパスワードを指定しま
す

CSV ファイルを使って複数のホストを指定するには、［拡張（Advanced）］で CSV
ファイルを参照し、次の形式で複数のホストを指定します。
メモ: 最初の行が次と完全に一致するようにしてください。
Host, User, Password
host1,user1,password1
host2, user2,password2
host3, user3,password3

4

［選択したファイルのインポート（Import selected file）］をクリックして、［完了（Finish）］
をクリックします。

5

［結果（Result）］パネルで、必要なすべての管理対象ホストが VOM に追加されて
いることを確認します。
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VOM を使った Symantec ApplicationHA のアクセス制
御の設定
VOM（Veritas Operations Manager）のセキュリティまたはアクセス制御モデルはユー
ザーグループに基づいています。Veritas Operations Manager は、Active Directory
またはネーティブオペレーティングシステム（Linux、AIX、Solaris など）内の既存のユー
ザーグループを活用します。
ユーザーグループへの権限の割り当ては、パースペクティブ全体、組織、または組織に
関連付けられた個々のオブジェクト（ホストやクラスタなど）に対して行えます。
VOM は、ApplicationHA システムにアクセスするための 3 つのロールを定義します。
■

管理者: パースペクティブで管理者ロールが設定されたユーザーグループは、組織
への権限の作成や割り当てなどのタスクを実行したり、そのパースペクティブ内の関
連タスクを実行できます。

■

オペレータ: オペレータロールは、［可用性（Availability）］パースペクティブでのみ使
えます。オペレータロールが設定されたユーザーグループは、サービスグループのオ
ンライン化、オフライン化、フリーズ、フリーズ解除などの操作を実行できるほか、VCS
管理者が実行する他のタスクを実行できます。

■

ゲスト: ゲストロールが設定されたユーザーグループは、パースペクティブ内に表示さ
れた情報のみを閲覧できます。

VOM を使ってゲストドメインでアクセス制御を設定するには、次のタスクを実行する必要
があります。
■

Veritas Operations Manager ドメインの認証ブローカーと認証ドメインを管理する

■

Management Server での Lightweight Directory Access Protocol または Active
Directory ベースの認証を設定する

■

認証ブローカーからの LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）または AD
（Active Directory）設定を設定解除する

■

パースペクティブでユーザーグループに権限を割り当てる

■

パースペクティブでユーザーグループに割り当てられた権限を修正する

■

パースペクティブでユーザーグループに割り当てられた権限を削除する

■

ユーザーまたはユーザーグループによる Veritas Operations Manager コンソール
へのアクセスを制限する

詳しくは、『Veritas Operations Manager Management Server インストールガイド』を参
照してください。
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Symantec ApplicationHA に
よるアプリケーション監視の
設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Symantec ApplicationHA でのアプリケーション監視の設定について

■

アプリケーション監視を設定する前に

Symantec ApplicationHA でのアプリケーション監視の
設定について
ApplicationHA を使うと、仮想化環境のサードパーティアプリケーションに対するアプリ
ケーション監視を設定できます。
詳しくは、それぞれのエージェント設定ガイドを参照してください。ガイドは次の場所から
ダウンロードできます。
https://sort.symantec.com/documents/
続行する前に次の事項を検討します。
■

ゲストドメインのアプリケーション監視の設定は、Symantec ApplicationHA 設定ウィ
ザードを使って行えます。ウィザードは、［Symantec High Availability］ビューの［ア
プリケーション監視の設定（Configure Application Monitoring）］をクリックすると起動
します。［Symantec High Availability］ビューには、［サーバー（Server）］パースペク
ティブのゲストドメインに移動し、［ApplicationHA の管理（Manage ApplicationHA）］
をクリックするとアクセスできます。詳しくは、
p.34 の 「［Symantec High Availability］タブ/ビューへのアクセス」 を参照してくださ
い。
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■

設定ウィザードは、アプリケーション監視の設定に加え、アプリケーション監視を正常
に行うために Symantec ApplicationHA に必要な他のコンポーネントもセットアップ
します。
VOM コマンドまたは 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、まず設定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。

■

ウィザードを使って、ゲストドメインあたり 1 アプリケーションのみを監視できます。
ウィザードを使って別のアプリケーションを設定するには、まず既存のアプリケーショ
ン監視の設定を設定解除する必要があります。
メモ: アプリケーション監視を設定または設定解除しても、アプリケーションの状態に
は影響しません。アプリケーションはゲストドメインでは影響を受けずに実行されます。

■

ウィザードを使ってアプリケーションの監視を設定した後、追加アプリケーションの監
視を VOM またはコマンドラインから設定できます。
シマンテック社 Cluster Server コマンドまたは VOM を使って追加のアプリケーショ
ンを設定する方法について詳しくは、次のテクニカルノートを参照してください。
http://www.symantec.com/docs/TECH159846

■

アプリケーション監視を設定したゲストドメインのクローンを作成した場合は、作成され
たゲストドメインでアプリケーション監視を再設定する必要があります。

■

設定したアプリケーションでエラーが起きると、Symantec ApplicationHA は、ゲスト
ドメインでコンポーネントの再起動を試みます。コンポーネントが起動しない場合、
ApplicationHA はオペレーティングシステムを再ブートします。それでもアプリケーショ
ンが起動しない場合、ApplicationHA は VCS と通信して修正処理を実施します。
ApplicationHA はその後、他のコンポーネントを定義済みの順序で停止します。これ
は、コンピュータの再ブートによる他のコンポーネントの破損を防ぎます。
つまり、1 つのコンポーネントでエラーが起きると、ゲストドメインで実行されている他
の正常なコンポーネントの停止につながる可能性があります。ゲストドメインでアプリ
ケーション監視を設定する際は、このことを念頭に置いてください。

アプリケーション監視を設定する前に
ゲストドメインでアプリケーション監視を設定する前に、次の前提条件を確認してください。
■

VOM（Veritas Operations Manager）Management Server がインストールされてい
ることを確認します。
アプリケーション監視操作は、次の URL を使ってブラウザウィンドウから直接実行す
ることもできます。
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https://<logicalDomainNameorIPaddress>:5634/vcs/admin/
application_health.html?priv=ADMIN
■

指定されたゲストドメインに Symantec ApplicationHA がインストールされていること
を確認します。
詳しくは『Symantec ApplicationHA インストールガイド』を参照してください。

■

SORT の最新の Agent Pack リリースから必要なアプリケーションエージェントをダウ
ンロードしてインストールしていることを確認します。

■

ログオンユーザーがアプリケーション監視を設定するゲストドメインで管理者権限を
持っていることを確認します。

■

Veritas Operations Manager で適切なユーザー権限を持っていることを確認しま
す。

■

アプリケーション監視を行うゲストドメインが、管理対象ホストとして VOM に追加され
ていることを確認します。

■

ApplicationHA のアプリケーション監視設定ウィザードが、ゲストドメインで、ゲストドメ
インのアプリケーションに対してログオン、設定、管理を行うための管理者用クレデン
シャルを持っていることを確認します。

■

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
ApplicationHA のインストーラ、ウィザード、サービス、VOM で使うポートにアクセス
することを許可します。
使われるポートとサービスの一覧については、『Symantec ApplicationHA インストー
ルガイド』を参照してください。
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4
ApplicationHA のための
VCS サポートの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

ApplicationHA での VCS のサポートについて

■

ApplicationHA の VCS サポートの有効化

■

VCS ノードへのゲストドメインの自動登録について

■

カスタム値を使った ApplicationHA の VCS サポート設定

■

デフォルト値を使用した ApplicationHA の VCS サポートの設定

■

応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポートの設定

■

VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの有効化

■

VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの無効化

■

VOM からの ApplicationHA の VCS 設定の指定

ApplicationHA での VCS のサポートについて
VCS （シマンテック社 Cluster Server）を仮想インフラストラクチャ層にインストールし、
ApplicationHA がサポートされるように VCS を有効にすると、VCS を使ったゲストドメイ
ンのアプリケーション対応監視を管理できます。
メモ: ApplicationHA 用の VCS サポートの有効化は省略可能です。
ゲストドメインのアプリケーション対応監視の一環として、VCS は、ApplicationHA が決定
するアプリケーションの健全性状態に基づいて、次の操作を実行できます。

第 4 章 ApplicationHA のための VCS サポートの設定
ApplicationHA の VCS サポートの有効化

1.

ApplicationHA の監視用に設定されたアプリケーションでエラーが起きると、VCS
はゲストドメインを再起動します。VCS は、ApplicationHA がアプリケーションをオン
ラインに戻せない場合にのみ、アプリケーションを再起動するか、ゲストドメインの段
階的な内部での再起動（ソフトによる再ブート）を開始することでゲストドメインを再起
動します。

2.

VCS は、同じ VCS クラスタ内の別のノードにゲストドメインをフェールオーバーしま
す。VCS がゲストドメインをフェールオーバーするのは、ゲストドメインを再起動して
も、エラーが起きたアプリケーションをオンラインにできない場合のみです。フェール
オーバーを正常に実行するには、フェールオーバー元とフェールオーバー先のノー
ドが、ストレージ領域とネットワーク接続についての特定の必要条件を満たしている
必要があります。仮想マシンの権限と、アプリケーション対応監視のポートとファイア
ウォールの設定について詳しくは、『Symantec ApplicationHA インストールガイド』
を参照してください。

3.

VCS は、同一 VCS クラスタ内の別のノードへのゲストドメインのライブ移行をサポー
トします。このような移行の間、VCS はエラー管理の操作を開始しません。
VCS は、同一 VCS クラスタ内の別のノードへのゲストドメインのドメイン移行をサ
ポートします。このような移行の間、VCS はエラー管理の操作を開始しません。

ApplicationHA の VCS サポートの有効化
VCS（シマンテック社 Cluster Server）のクラスタリング機能を活用して ApplicationHA
をサポートするには、各 VCS ノード（制御ドメイン）で enable_applicationha スクリプトを
実行する必要があります。
メモ: enable_applicationha スクリプトは次の場所から入手できま
す。/opt/VRTSvcs/bin/utils
このスクリプトは、VCS ノードと各ゲストドメインとの間にプライベートネットワークをセット
アップします。このプライベートネットワークを使って、ApplicationHA はアプリケーション
エラーの状態を VCS クラスタに伝えます。
このスクリプトを使って VCS クラスタの自動登録機能を有効にすることもできます。自動
登録機能の詳細情報:
p.26 の 「VCS ノードへのゲストドメインの自動登録について」 を参照してください。
メモ: VCS がどのように Oracle VM Server for SPARC 環境に配備されるかを理解する
には、『シマンテック社 Storage Foundation™ and High Availability Solutions 仮想化
ガイド - Solaris』を参照してください。
次のいずれかの方法を使って、ApplicationHA の VCS サポートを設定できます。
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■

ApplicationHA のための VCS サポートの設定
p.26 の 「カスタム値を使った ApplicationHA の VCS サポート設定」 を参照してくだ
さい。

■

ApplicationHA の VCS サポートの自動設定
p.28 の 「デフォルト値を使用した ApplicationHA の VCS サポートの設定」 を参照
してください。

■

応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポートの設定
p.28 の 「応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポートの設定」 を参照し
てください。

■

VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの設定
p.31 の 「VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの有効化」 を参照してくだ
さい。

VCS ノードへのゲストドメインの自動登録について
Oracle VM Server for SPARC の仮想化技術では、ApplicationHA が設定されている
場合、自動登録機能により、VCS ノード（制御ドメイン）とすべてのゲストドメインとの間の
通信が自動的に設定されます。自動登録では、VCS がゲストドメインを監視するための
VCS リソース（LDom リソース）も設定されます。これらの手順により、VCS では、アプリ
ケーション対応の管理操作（ゲストドメインの起動、停止、フェールオーバーなど）を実行
できます。
メモ: 自動登録を有効化する手順は省略可能です。自動登録を有効にする前に、プライ
ベート VLAN を設定する必要があります。

カスタム値を使った ApplicationHA の VCS サポート設
定
ApplicationHA をサポートするように VCS を手動で設定するには

1

次の場所に移動して、enable_applicationha スクリプトを実行します。
/opt/VRTSvcs/bin/utils

2

プロンプトが表示されたら、次のようなプライベート VLAN の設定パラメータの値を
指定します。次のパラメータの一部には、自動的にデフォルト値が設定される場合
があります。
次の表は、各パラメータとその説明をまとめたものです。
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プライベート VLAN の設定 説明
パラメータ
Private VLAN ID

ゲストドメインと VCS ノード（制御ドメイン）との間のプライベー
ト通信を判別するための一意の識別子を指定します。この識
別子は、指定したプライベートネットワークを経由した通信が、
ゲストドメインと VCS ノードに接続するパブリックネットワーク
を干渉せず、そのようなパブリックネットワークから見えない状
態であることを保証します。
プライベート VLAN の ID は 2 から 4094 の間で指定できま
す。
デフォルト値は 123 です。

Physical NIC on the physical プライベート VLAN が VCS ノード（制御ドメイン）とゲストドメ
host/frame
イン間の通信で使う NIC を指定します。
物理ホストのパブリック NIC を指定することもできます。
次の用途で使われている NIC は指定できません。
■

LLT ハートビートインターフェース

■

ループバックインターフェース

■

ブリッジインターフェース

Logical domains

プライベート VLAN に追加する必要のあるゲストドメインを指
定します。スクリプトにより、VLAN に追加されていないすべ
てのゲストドメインが一覧表示されます。一覧表示されたゲス
トドメインのうち、いくつかまたはすべてを指定できます。ゲス
トドメインを指定すると、スクリプトにより、プライベート VLAN
経由で通信するためのゲストドメインの仮想インターフェース
が作成されます。

ネットワーク

仮想インターフェースがプライベート VLAN で使う必要のあ
るネットワークを指定します。ネットワークは次の形式で指定
する必要があります。
X.Y.0.0
X と Y は 1 から 254 までの間の値です。 指定するネットワー
クは、物理ホストやフレームで使われていないものでなけれ
ばなりません。
デフォルトのネットワークは 192.168.0.0 です。

3

設定のトラブルシューティングには、次のログファイルを参照してください。
/var/VRTSvcs/log/applicationha_utils.log
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デフォルト値を使用した ApplicationHA の VCS サポー
トの設定
ApplicationHA に対する VCS サポートを設定する際に、すべての設定パラメータにデ
フォルト値を設定する場合は、enable_applicationha スクリプトの autoconfigure オ
プションを使います。
スクリプトを実行する際に、特定の属性の値を指定するように要求される場合があります。
メモ: VCS クラスタは、デフォルトではセキュアモードで設定されます。 このモードでは、
設定されたすべての仮想マシン上の /var/tmp/ ディレクトリにクレデンシャルファイル
/var/VRTSvcs/vcsauth/data/ApplicationVM.cred を手動でコピーする必要があ
ります。 セキュリティのために、スーパーユーザーだけがこのファイルにアクセスできるこ
とを確認してください。
ApplicationHA の VCS サポートを自動設定するには

1

次の場所に移動します。
/opt/VRTSvcs/bin/utils

2

次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -autoconfigure

応答ファイルを使った ApplicationHA の VCS サポート
の設定
enable_applicationha スクリプトは応答ファイルをサポートします。 非対話型の活動

としてスクリプトを使う場合は応答ファイルのスクリプトパラメータにカスタム値を指定でき
ます。
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応答ファイルを使って ApplicationHA の VCS サポートを有効にするには

1

変数を設定して応答ファイルを作成します。
詳細は次のとおりです。
p.29 の 「ApplicationHA のための VCS サポートを有効にする応答ファイル変数」
を参照してください。
p.30 の 「ApplicationHA の VCS サポートを設定するための応答ファイルのサンプ
ル」 を参照してください。

2

次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -responsefile file

file はステップ 1 で作成したファイルの名前です。

ApplicationHA のための VCS サポートを有効にする応答ファイル変数
表 4-1

インフラストラクチャの変数

パラメータ

説明

CFG{SYSTEMS}

スクリプトを実行する必要がある VCS ノード（制御ドメイン）
を指定します。 指定できるのはローカルノードだけです。

CFG{UPGRADE}

スクリプトが ApplicationHA のための VCS サポートを有
効にする必要があるかどうか指定します。 VCS サポートを
有効にするには、値を 1 に設定する必要があります。

CFG{VLANID}

VCS ノード（制御ドメイン）とゲストドメインの間のプライベー
トネットワークの一意の識別子を指定します。

CFG{DHCPCONFIGFILE}

とにかくデフォルト以外の VCS ノード（制御ドメイン）上の
DHCP サーバーの設定ファイルを指定します。

CFG{USE_CURRENT_VLAN}

VCS ノードの既存の VLAN がプライベート VLAN のため
に使われるかどうか指定します

CFG{ NIC}

プライベート VLAN に使う NIC を指定します

CFG{NETWORK}

プライベート VLAN を使用するときに必要となるネットワー
ク名を指定します

CFG{USE_CURRENT_NETWORK} ゲストドメインがあるプライベート VLAN を作成するのに、
VCS ノード（制御ドメイン）にわたり現在構成されているネッ
トワークを使う必要があるかどうか指定します。
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パラメータ

説明

CFG{ AUTOREGISTRATION}

ApplicationHA のための VCS サポートを有効にしている
間、自動登録オプションが使われる必要があるかどうか指
定します（すなわち、すべての指定済みゲストドメインはデ
フォルト値で設定される必要があります）。

CFG{AUTOREGISTRATION
_OPTION}

自動登録のモードを指定します。

表 4-2

自動登録の DHCP モードを指定するには、値を 1 に設
定します。

仮想マシンの変数

パラメータ

説明

CFG{ACTIVATE_VLAN_ALL}

すべてのゲストドメインをプライベートネットワー
クに追加する必要があるかどうか指定します。
すべてのゲストドメインをプライベートネットワー
クに追加するには、このパラメーター値を 1 に設
定します。

CFG{ACTIVATE_VLAN_GUESTS}

プライベートネットワークに追加する必要がある
ゲストドメインを指定します。
ゲストドメインの名前が空白「 」で区切られている
リストを使うことによって、複数のゲストドメインを
指定できます。

メモ: ACTIVATE_VLAN_ALL パラメータを 1
に設定した場合、応答ファイル内のこのパラメー
タは使わないでください。
CFG{REMOVE_VM_ALL}

すべてのゲストドメインをプライベート VLAN か
ら削除する必要があるかどうか指定します。 プラ
イベート VLAN からゲストドメインを削除するに
は、このパラメータの値を 1 に設定します。

CFG{REMOVE_VM_GUESTS}

プライベート VLAN から削除する必要があるゲ
ストドメインを指定します。 ゲストドメインの名前
が空白「 」で区切られているリストを使うことによっ
て、複数のゲストドメインを指定できます。

ApplicationHA の VCS サポートを設定するための応答ファイルのサン
プル
応答ファイルの変数と定義を見直し、応答ファイルを作成します。

30

第 4 章 ApplicationHA のための VCS サポートの設定
VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの有効化

p.29 の 「ApplicationHA のための VCS サポートを有効にする応答ファイル変数」 を参
照してください。
以下にサンプルの応答ファイルを示します。
our %CFG;
$CFG{SYSTEMS}="appvcs01";
$CFG{VLANID}="123";
$CFG{AUTOREGISTRATION}="1";
$CFG{ACTIVATE_VLAN_ALL}="1";
$CFG{NIC}="qfe";
$CFG{UPGRADE}="1";
$CFG{NETWORK}="192.168.0.0";
$CFG{AUTOREGISTRATION_OPTION}="1";

VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの有効
化
VOM（Veritas Operations Manager）Management Server コンソールで、自動登録オ
プションを使って、ApplicationHA に対する VCS（Symantec Cluster Server）のサポー
トを有効化できます。自動登録により、ゲストドメインと VCS ノード（制御ドメイン）との間
で、プライベートネットワークを介した自動通信を有効化できます。このオプションにより、
デフォルト値（autoconfiguration）を使った VCS サポートがセットアップされます。
■

autoregistration オプションの詳細情報
p.26 の 「VCS ノードへのゲストドメインの自動登録について」 を参照してください。

■

自動登録の詳細情報
p.28 の 「デフォルト値を使用した ApplicationHA の VCS サポートの設定」 を参照
してください。

管理者ロールを持つユーザーは、このタスクを実行できます。
VOM を使って ApplicationHA の VCS サポートを有効化するには

1

Management Server コンソールで、［可用性（Availability）］パースペクティブに移
動し、左ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

［組織（Organization）］または［未分類のクラスタ（Uncategorized Clusters）］を展
開して制御ドメインに移動します。

3

システムを右クリックし、［ApplicationHA インフラ（ApplicationHA Infrastructure）］、
［有効化（Enable）］の順に選択します。

4

［ApplicationHA インフラの有効化（Enable ApplicationHA Infrastructure）］パネル
で、［OK］をクリックして確定します。

31

第 4 章 ApplicationHA のための VCS サポートの設定
VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの無効化

VOM を使った ApplicationHA の VCS サポートの無効
化
VOM（Veritas Operations Manager）Management Server コンソールを使って、
ApplicationHA に対する VCS（Symantec Cluster Server）のサポートを有効化できま
す。
管理者ロールを持つユーザーは、このタスクを実行できます。
VOM を使って ApplicationHA の VCS サポートを無効化するには

1

Management Server コンソールで、［可用性（Availability）］パースペクティブに移
動し、左ペインの［管理（Manage）］を選択します。

2

［組織（Organization）］または［未分類のクラスタ（Uncategorized Clusters）］を展
開して制御ドメインに移動します。

3

制御ドメイン を右クリックし、［ApplicationHA インフラ（ApplicationHA
Infrastructure）］、［無効化（Disable）］の順に選択します。

4

［ApplicationHA インフラの無効化（Disable ApplicationHA Infrastructure）］パネ
ルで、［OK］をクリックして確定します。

VOM からの ApplicationHA の VCS 設定の指定
VCS（シマンテック社 Cluster Server）設定を指定すると、VCS は、ゲストドメインが設定
可能な間隔でアプリケーションハートビートを送信しない場合に、ゲストドメインの再起動
などの指定した操作を実行できます。
VCS は、LDom エージェントを介してゲストドメインを監視します。ゲストドメインの監視間
隔のデフォルト値は 60 秒です。ハートビートエラーの場合、デフォルトではゲストドメイン
が再起動します。このような場合の再起動の試行回数は設定可能です。詳しくは、次の
表に示す RestartLimit 属性と ToleranceLimit 属性の説明を参照してください。
VOM から VCS 設定を指定するには

1

VOM Management Server コンソールで、［可用性（Availability）］パースペクティ
ブに移動し、左ペインの［管理（Manage）］をクリックします。

2

左ペインで適切なデータセンターを選択し、右ペインの［クラスタ（Clusters）］タブで
適切なゲストドメインに移動します。

3

ゲストドメインを右クリックし、［プロパティ（Properties）］をクリックします。

4

［属性（Attributes）］タブで、必要な VCS 属性を右クリックし、VCS 設定を編集しま
す。
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5
アプリケーション監視の管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

［Symantec High Availability］ビューを使ったアプリケーション監視の管理

■

アプリケーション監視設定の管理

■

ApplicationHA で開始した ゲストドメイン の再起動について

［Symantec High Availability］ビューを使ったアプリケー
ション監視の管理
Symantec ApplicationHA には、アプリケーション監視を設定、制御するための［Symantec
High Availability］ビューを備えたインターフェースがあります。［Symantec High
Availability］ビューは、Veritas Operations Manager に統合されています。
［Symantec High Availability］ビューを使って次のタスクを実行できます。
■

アプリケーション監視の設定と設定解除

■

設定済みのアプリケーションの開始と終了

■

アプリケーションハートビートの有効化と無効化

■

保守モードの実行と終了

［Symantec High Availability］ビューにアクセスするには、Veritas Operations Manager
コンソールを起動し、アプリケーション監視を行うゲストドメインに移動します。詳細情報:
p.34 の 「［Symantec High Availability］タブ/ビューへのアクセス」 を参照してください。
メモ: 次の URL を使って、ブラウザから直接アプリケーション監視操作を実行することも
できます。
https://<HostName_or_IP>:5634/vcs/admin/application_health.html?priv=ADMIN<HostName_or_IP>
は、仮想ホストの名前または IP アドレスです。
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［Symantec High Availability］タブ/ビューへのアクセス
［Symantec High Availability］タブ/ビューにアクセスするには、次のいずれかの方法を
使用できます。
■

「VOM 管理サーバー GUI からビューにアクセスするには」

■

「ブラウザウィンドウからビューにアクセスするには」

VOM 管理サーバー GUI からビューにアクセスするには

1

Veritas Operations Manager（VOM）Management Server コンソールにログオン
します。

2

［サーバー（Server）］パースペクティブを選択し、左ペインの［管理（Manage）］を展
開します。

3

［組織（Organization）］または［未分類のホスト（Uncategorized Hosts）］を展開して
ゲストドメインに移動します。

4

必要なゲストドメインを右クリックし、［ApplicationHA の管理（Manage
ApplicationHA）］をクリックします。
［Symantec High Availability］ビューが表示されます。

ブラウザウィンドウからビューにアクセスするには

1

ブラウザウィンドウを開いて次の URL に移動します。
https://SysNameorIP:5634/vcs/admin/application_health.html
SysNameorIP は、アプリケーションの可用性を監視するシステムのシステム名また
は IP アドレスです。

2

必要なシステムの管理権限を持っているユーザーのユーザー名とパスワードを指定
します。
［Symantec High Availability］ビューが表示されます。

アプリケーション監視を設定または設定解除するには
アプリケーション監視の設定を仮想マシンから設定または設定解除するには［Symantec
High Availability］ビューを使います。設定を作成し直す場合やウィザードを使用して別
のアプリケーションを設定する場合に、この操作が必要になる場合があります。
次のリンクをクリックできます。
■

Symantec ApplicationHA 設定ウィザードを起動するには、［アプリケーション監視の
設定（Configure Application Monitoring）］をクリックします。ウィザードを使ってアプ
リケーション監視を設定します。

■

仮想マシンからアプリケーション監視設定を削除するには、［アプリケーション監視の
設定解除（Unconfigure Application Monitoring）］をクリックします。
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Symantec ApplicationHA により、設定されたアプリケーションとそのサービスに対す
るすべてのリソースが削除されます。
これにより仮想マシンから Symantec ApplicationHA がアンインストールされるわけ
ではないことにご注意ください。 この操作では設定のみが削除されます。 設定解除
オプションは、仮想マシンからすべてのアプリケーション監視設定リソースを削除しま
す。

設定済みのアプリケーションの状態を表示するには
VOM コンソールの［コンポーネントリスト（Component List）］タブでは、ApplicationHA
の［説明（Description）］ボックスに、設定済みのアプリケーションの状態と関連サービス
が表示されます。

たとえば、Oracle の監視を設定した場合、［説明（Description）］には次の情報が表示さ
れます。
Oracle Net Listener [Listener] is running.

［説明（Description）］ボックスには、設定済みのアプリケーションとそのコンポーネントの
状態も表示されます。次の状態が表示されます。
online

サービスとプロセスが仮想マシン上で実行されていることを示します。

offline

サービスとプロセスが仮想マシン上で実行されていないことを示します。

部分（Partial）

サービスとプロセスが仮想マシン上で開始された、または ApplicationHA が
1 つ以上の設定済みのサービスまたはプロセスを開始できなかったことを示
します。

faulted

設定済みのサービスまたはコンポーネントが予期せず実行を停止したことを
示します。
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設定済みコンポーネントの最新状態を確認するには、［更新（Refresh）］をクリックします。
状態はデフォルトで 60 秒ごとに更新されます。

設定済みのアプリケーションの状態を表示するには
Symantec High Availability ビューの［コンポーネントリスト（Component List）］タブで
は、ApplicationHA の［説明（Description）］ボックスに、設定済みのアプリケーションの
状態と関連サービスが表示されます。

たとえば、Oracle の監視を設定した場合、［説明（Description）］には次の情報が表示さ
れます。
Oracle Net Listener [Listener] is running.

［説明（Description）］ボックスには、設定済みのアプリケーションとそのコンポーネントの
状態も表示されます。次の状態が表示されます。
online

サービスとプロセスが仮想マシン上で実行されていることを示します。

offline

サービスとプロセスが仮想マシン上で実行されていないことを示します。

部分（Partial）

サービスとプロセスが仮想マシン上で開始された、または ApplicationHA が
1 つ以上の設定済みのサービスまたはプロセスを開始できなかったことを示
します。

faulted

設定済みのサービスまたはコンポーネントが予期せず実行を停止したことを
示します。

設定済みコンポーネントの最新状態を確認するには、［更新（Refresh）］をクリックします。
状態はデフォルトで 60 秒ごとに更新されます。
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コンポーネントの依存関係を表示するには
ApplicationHA は、コンポーネントの状態の監視によって可用性が高い設定済みのアプ
リケーションを監視します。 相互に関連付けられたコンポーネントはコンポーネントグルー
プを構成します。アプリケーションの状態はコンポーネントのグループによって決まります。
［Symantec High Availability］ビューの［コンポーネントの依存関係（Component
Dependency）］タブは、アプリケーションとそのコンポーネント間の依存関係を示します。
［コンポーネントの依存関係（Component Dependency）］タブにアクセスするには、次の
手順を実行します。
■

VOM Management Server コンソールの［Symantec High Availability］ビューで、
［コンポーネントの依存関係（Component Dependency）］をクリックします。
コンポーネントの依存関係グラフが表示されます。このグラフは、コンポーネントの正
常な動作のため、コンポーネント間にどのような依存関係があるかを示します。

上記の図は、Oracle データベースのコンポーネントの依存関係を示します。
左のペインはコンポーネントのグループを示し、右のペインは選択したコンポーネントの
グループを示します。 2 つのコンポーネントをつなぐ垂直線は、上位レベルのコンポーネ
ントが動作するためには下位レベルのコンポーネントを実行する必要があることを示しま
す。
右下隅のトラックパッドは、複雑なコンポーネントの依存関係グラフ内を移動するのに役
立ちます。
また、コンポーネントの依存関係グラフはさまざまなアイコンを使用し、コンポーネントのグ
ループ、コンポーネント、および状態を示します。コンポーネントの上にマウスを重ねると、
ツールチップにコンポーネントの名前と状態が表示されます。
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たとえば上の図では、Oracle のコンポーネントグループが左のペインで選択され、コン
ポーネント、Oracle Net Listener、および Oracle データベースが右のペインで表示され
ています。 Oracle データベースの実行には、Oracle Net Listener を稼動する必要があ
ります。

アプリケーションを開始または停止するには
設定済みのアプリケーションと関連コンポーネントの状態を制御するには、［Symantec
High Availability］ビューにある次のオプションを使います。
■

設定済みのアプリケーションを開始するには、［アプリケーションの開始（Start
Application）］をクリックします。
Symantec ApplicationHA は設定済みのアプリケーションとそのコンポーネントを、指
定された順序で開始しようとします。設定済みのリソースも、事前に定義された順序で
オンラインにされます。

■

仮想マシンで動作している設定済みのアプリケーションを停止するには、［アプリケー
ションの停止（Stop Application）］をクリックします。
Symantec ApplicationHA は、設定済みのアプリケーションとそのコンポーネントを段
階的に停止し始めます。設定済みのリソースも、事前に定義された順序でオフライン
にされます。

アプリケーションハートビートの有効化と無効化
VCS LDom エージェントは、VCS と ApplicationHA との間のハートビート情報を監視し
ます。これにより、エージェントは、アプリケーションエラーまたはゲストドメインエラーが原
因でハートビート機能を失った個々のゲストドメインを自動的にリセットまたは再起動でき
ます。
［Symantec High Availability］ビューでは、ゲストドメインのアプリケーションハートビート
を制御できます。
設定済みのアプリケーションのハートビートを制御するには、［Symantec High Availability］
ビューにある次のオプションを使います。
■

ゲストドメインと VCS で実行中の、設定済みのアプリケーション間でのハートビート通
信を有効にするには、［アプリケーションハートビートの有効化（Enable Application
Heartbeat）］をクリックします。
アプリケーションに監視設定が設定されている場合、アプリケーションハートビートは
デフォルトで有効になっています。

■

ゲストドメインと VCS で実行中の、設定済みのアプリケーション間でのハートビート通
信を無効にするには、［アプリケーションハートビートの無効化（Disable Application
Heartbeat）］をクリックします。
アプリケーションハートビートを無効にした場合、VCS は、ゲストドメインでエラーが起
きてもゲストドメインを再起動しません。
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アプリケーション監視を一時停止または再開するには
アプリケーション監視を設定した後、これらのアプリケーションで定期的な保守タスクを実
行する場合があります。これらのタスクはアプリケーションの停止に関与する場合と関与し
ない場合がありますが、アプリケーションとその依存コンポーネントの状態に一時的な影
響を与える可能性があります。アプリケーションの状態に何らかの変更が加えられた場
合、Symantec ApplicationHA はアプリケーション状態の復元を試みます。これは、これ
らのアプリケーションで実行しようとしている保守タスクに影響を及ぼす可能性があります。
アプリケーションを停止しない場合は、アプリケーション監視を一時停止し、これらの保守
タスクを実行するためのウィンドウを作成します。アプリケーション監視が一時停止される
と、ApplicationHA はアプリケーション設定をフリーズし、アプリケーションハートビートを
無効化して、VCS へのハートビートの送信を停止します。
［Symantec High Availability］ビューには次のオプションがあります。
■

ゲストドメインで設定されたアプリケーションのアプリケーション監視を一時停止するに
は、［保守モードの開始（Enter Maintenance Mode）］をクリックします。監視が一時
停止されている間、Symantec ApplicationHA はアプリケーションとそれに依存する
コンポーネントの状態を監視しません。 ［Symantec High Availability］タブにはアプ
リケーションの現在の状態は表示されません。 アプリケーションまたはそのコンポーネ
ントにエラーがある場合でも、ApplicationHA は処理を実行しません。

■

ゲストドメインで設定されたアプリケーションのアプリケーション監視を再開するには、
［保守モードの終了（Exit Maintenance Mode）］をクリックします。［Symantec High
Availability］ビューの［更新（Refresh）］リンクをクリックして、アプリケーションの現在
の状態を確認することが必要になる場合があります。
アプリケーション監視が一時停止状態から再開されても、ApplicationHA はアプリケー
ションハートビートを有効化しません。これを有効化するには、［アプリケーションハー
トビートの有効化（Enable Application Heartbeat）］をクリックしてください。
監視対象のアプリケーションに変更を加えても、それらの変更がアプリケーション監視
の設定に反映されないことがあります。このような場合、アプリケーション監視の設定
解除および再設定が必要となる場合があります。

アプリケーション監視設定の管理
Symantec High Availability ビューには、Symantec ApplicationHA が ゲストドメイン で
アプリケーション監視、アプリケーションとその依存関係にあるコンポーネントのエラー、ア
プリケーションリカバリを扱う方法を制御する一連のオプションが表示されます。 ビューに
は、ゲストドメインを再起動するように ApplicationHA を設定できる一連のオプションが表
示されます。これらの設定は、ゲストドメインごとに適用できます。 設定は、Symantec
ApplicationHA がゲストドメインで監視するすべてのアプリケーションに適用されます。
次の設定が可能です。
■

App.StartStopTimeout
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Symantec High Availability ビューで ［アプリケーションの開始 (Start Application)］
リンクまたは［アプリケーションの停止 (Stop Application)］リンクをクリックすると、
Symantec ApplicationHA がアプリケーションとその依存関係にあるコンポーネント
の開始または停止を順番に始めます。 このオプションは、Symantec ApplicationHA
がアプリケーションの開始または停止を待機する秒数を定義します。アプリケーション
が規定した時間内に応答しない場合は、エラーが Symantec High Availability ビュー
に表示されます。
アプリケーションの応答が遅くても、アプリケーションやその依存関係にあるコンポー
ネントにエラーがあるとはかぎりません。 作業負荷、システムパフォーマンス、ネット
ワーク帯域幅などのパラメータがアプリケーション応答に影響することがあります。
Symantec ApplicationHA は、タイムアウト期間が終了した後もアプリケーションの応
答を待機し続けます。 アプリケーションが開始または停止に失敗すると、ApplicationHA
は他の設定に応じて必要な処理を実行します。
AppStartStopTimeout 値は、0 から 600 までの間で設定できます。デフォルトは 30
秒です。
■

App.RestartAttempts
このオプションは、Symantec ApplicationHA が失敗したアプリケーションやその依
存関係にあるコンポーネントの再起動を試行する回数を定義します。 指定した回数
の試行を行ってもアプリケーションを起動できない場合は、Symantec ApplicationHA
はアプリケーションのハートビートを停止し、VCS にエラーを伝えます。
AppRestartAttempts 値は、0 から 5 までの間で設定できます。 デフォルトは 1 で
す。

■

App.ShutdownGraceTime
このオプションは、Symantec ApplicationHA がアプリケーションのエラーを VCS に
伝えるまでに待機する秒数を定義します。
設定したアプリケーションやその依存関係にあるコンポーネントが失敗すると Symantec
ApplicationHA はコンポーネントの再起動を、設定した回数試行します。 コンポーネ
ントを開始できない場合は、Symantec ApplicationHA がアプリケーションのハート
ビートを停止し、VCS にエラーを伝えます。 次に、VCS は設定に応じてゲストドメイ
ンを再起動します。
突然シャットダウンすると、コンピュータで実行している他の健全なアプリケーションコ
ンポーネントに影響することがあります。これらのコンポーネントの停止に長い時間が
必要な場合は、Symantec ApplicationHA は再ブートを開始するまでに段階的に停
止できないことがあります。 このような場合に、AppShutdownGraceTime を使うとゲ
ストドメインの再ブートを遅らせることができるので、 Symantec ApplicationHA がす
べてのアプリケーションコンポーネントを段階的に停止できます。
アプリケーションの起動に失敗すると、Symantec ApplicationHA はゲストドメインで
監視するすべての健全なアプリケーションの段階的なシャットダウンを開始し、このオ
プションで指定した時間待機します。 すべてのアプリケーションコンポーネントを段階
的にシャットダウンした後または猶予時間が終了したときのどちらか早いほうでゲスト
ドメインを再ブートします。
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アプリケーション監視設定の管理

この設定は、Symantec ApplicationHA 設定ウィザードを使ってアプリケーション監
視を設定するときに作成するハートビートサービスグループに適用できます。 内部設
定で、ハートビートエージェントのリソース（VCSAppMonHBRes）の
DelayBeforeAppFault 属性を設定します。
AppShutDownGraceTime 値は、0 から 600 までの間で設定できます。 デフォルト
は 300 秒です。
■

VM.GracefulRebootPolicy
内部設定で、ハートビートエージェントのリソース（VCSAppMonHBRes）の
VMGracefulRebootPolicy 属性を設定します。
このオプションを使って、ApplicationHA を開始するゲストドメインの再起動ポリシー
の有効と無効を切り替えます。 このオプションは、アプリケーションとコンポーネントの
エラーに応じて ApplicationHA がゲストドメインを再起動するかどうかを定義します。
設定したアプリケーションやコンポーネントに失敗すると、ApplicationHA は失敗した
コンポーネントを再起動しようとします。 コンポーネントを起動できない場合は、
ApplicationHA は次の修正処理を行います。
このポリシーが無効で、アプリケーションまたはコンポーネントが失敗すると、
ApplicationHA は VCS へのハートビートの送信を停止します。 その結果、VCS は
ゲストドメインを再起動できます。
このポリシーが有効な場合は、ApplicationHA 自体はゲストドメインを再起動するネー
ティブオペレーティングシステムコマンドを呼び出します。
VM.GracefulRebootPolicy 値には、有効（1）または無効（0）を設定できます。 デフォ
ルト値は「無効」です。
ApplicationHA は次のコマンドを使ってソフト再ブートを開始します。
# /usr/sbin/reboot

■

VM.GracefulRebootAttempts
このオプションは、設定したアプリケーションやコンポーネントが応答しなくなった場合
に、ApplicationHA がゲストドメインを段階的に再起動する回数を定義します。 再起
動の試行回数は期限を示し、オプション VM.GracefulRebootTimeSpan で定義しま
す。 再起動の試行回数は再ブート期間が経過するとリセットされます。
たとえば、再ブートの試行値が 4、期間値が 1 時間の場合は、ApplicationHA がゲ
ストドメインを 1 回再起動した後、残りの 1 時間で再起動を 3 回（再起動の最初の設
定値 4 から 1 を引き算）試行します。再起動の試行回数は次の 1 時間を開始すると
きに 4 にリセットされます。
再起動の試行が終了し、再ブート期間内に再びアプリケーションやコンポーネントが
失敗すると、ApplicationHA がアプリケーションのハートビートを停止し、VCS にエ
ラーを伝えます。 設定に応じて、VCS はゲストドメインを再起動またはフェールオー
バーできます。
VM.GracefulRebootAttempts 値は、1 から 10 までの間で設定できます。 デフォル
ト値は 1 です。

■

VM.GracefulRebootTimeSpan
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ApplicationHA で開始した ゲストドメイン の再起動について

内部設定で、ハートビートエージェントのリソース（VCSAppMonHBRes）の
VMGracefulRebootTimeSpan 属性を設定します。このオプションは、オプション
VM.GracefulRebootAttempts で定義した期間に ApplicationHA が段階的にゲスト
ドメインを再起動する間隔を時間単位で定義します。
VM.GracefulRebootTimeSpan 値は、1 から 24 までの間で設定できます。 デフォ
ルト値は 1 時間です。
メモ: これらの属性値は、VCS のハード再起動では影響しません。VCS がゲストドメイン
を再ブートした後も設定は有効です。
アプリケーション監視の設定を修正するには

1

VOM （Veritas Operations Manager）コンソールを起動し、アプリケーション監視を
設定したゲストドメインにナビゲートします。
VOM コンソールへのナビゲートについて詳しくは、p.34 の 「［Symantec High
Availability］タブ/ビューへのアクセス」 を参照してください。 を参照してください。

2

Symantec High Availability ビューを選択し、［設定 (Settings)］リンクをクリックして
［設定 (Settings)］ダイアログボックスを表示します。

3

［設定（Settings）］フィールドに表示される利用可能なオプションの値を指定し、［OK］
をクリックします。
この設定に指定する値は更新され、すぐに反映されます。

ApplicationHA で開始した ゲストドメイン の再起動につ
いて
アプリケーション監視の設定時に、ApplicationHA はハートビートを使用して、仮想化イ
ンフラストラクチャ層の VCS にアプリケーションの状態を伝えます。アプリケーションまた
はそのコンポーネントが失敗すると、ApplicationHA はそれを再起動しようとします。アプ
リケーションが起動しない場合、設定に応じて ApplicationHA は ゲストドメイン のソフトリ
ブートを開始します。アプリケーションがソフトリブート後にオンラインにならない場合、
ApplicationHA は VCS へのハートビートの送信を停止します。設定に応じて、インフラ
ストラクチャ層の VCS は ゲストドメイン のハード再起動を実行します。
ハード再起動にはさまざまな影響があり、必ずしもこれが望ましい解決策というわけでは
ありません。次のように、いくつかの例では非生産的である場合があります。
■

ゲストドメイン 自体はうまく動作していますが、アプリケーションは必要なリソースを取
得できません。

■

マシン上で動作しているその他のアプリケーションとツールがハングアップするか、不
意のシャットダウンの後のリカバリまたは再起動に時間がかかることがあります。
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ApplicationHA で開始した ゲストドメイン の再起動について

■

ゲストドメイン で複数の重要なアプリケーションが動作している場合、ハード再起動は
停止する可能性があります。

ソフトリブート、またはオペレーティングシステム駆動型の再起動は段階的で、マシンで動
作中のアプリケーションとツールの所定のシャットダウンを可能にし、重要なアプリケーショ
ンの中断の可能性を減らすのに役立ちます。ApplicationHA は、アプリケーション制御
のこの層を提供します。そこでネーティブオペレーティングシステムコマンドを使用して ゲ
ストドメイン が再起動されるように ApplicationHA 自体を設定できます。ApplicationHA
による ゲストドメイン のソフトリブートはデフォルトでは無効になっています。
ApplicationHA は、ApplicationHA の設定に使用して ゲストドメイン を再起動できる属
性を提供します。
p.39 の 「アプリケーション監視設定の管理」 を参照してください。

ApplicationHA 開始による再ブートは VCS HA に影響しますか。
ApplicationHA 開始による再ブートは、仮想化インフラストラクチャ層にインストールされ
た VCS によって提供される高可用性とは独立して機能します。 インフラストラクチャ層の
VCS と置き換えることは意図されていません。 ゲストドメインを実際に再起動する前に正
常なアプリケーションと依存コンポーネントをまず終了する必要がある場合に役立ちます。
ApplicationHA 開始による再ブートは、仮想化環境でカスタマイズされたアプリケーショ
ン管理とリカバリ計画を構築する際に役立つ追加の制御の層を提供することでインフラス
トラクチャ層の VCS を補完します。 ApplicationHA 開始による再ブートは、インフラスト
ラクチャ層の VCS と共存できます。 ApplicationHA 開始による再ブートとインフラストラ
クチャ層の VCS の両方を、リカバリ計画の一部として設定できます。 ApplicationHA 開
始による再ブートは、アプリケーションエラーに対する最良の対応として機能することもあ
ります。 アプリケーションエラーが適切な再起動で解決できない場合には、再ブート設定
に応じて、ApplicationHA がアプリケーションハートビートを停止し、その後インフラストラ
クチャ層の VCS がゲストドメインを制御下に置きます。
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6
ApplicationHA のための
VCS サポートの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ApplicationHA での VCS のサポートの管理について

■

アプリケーション対応の監視のための新しいゲストドメインを設定する

■

ゲストドメインのアプリケーション対応の監視を設定解除する

■

ゲストドメインの設定の詳細を表示する

■

ゲストドメインの接続の詳細を表示する

■

制御ドメインを保守モードに設定する

ApplicationHA での VCS のサポートの管理について
ApplicationHA の VCS サポートを有効にすると、エラーが起きた仮想マシンを外部から
再ブートしたり、エラーが起きたマシンを同じ VCS クラスタ内の別のノードにフェールオー
バーできるように、VCS の機能が拡張されます。
ApplicationHA の VCS サポートを有効にすると、ApplicationHA のアプリケーション監
視が設定されたゲストドメインは VCS に登録されます。登録の一環として、VCS リソース
が各ゲストドメインに作成されます。リソース（ゲストドメインのアプリケーション状態の診断
監視用）がすでにある場合、VCS は同じリソースを使って ApplicationHA タスクを実行し
ます。
設定済みのゲストドメインを監視するため、VCS を使って次の管理タスクを実行できます。
■

アプリケーション対応の監視のための新しいゲストドメインを設定する
p.45 の 「アプリケーション対応の監視のための新しいゲストドメインを設定する 」 を
参照してください。

第 6 章 ApplicationHA のための VCS サポートの管理
アプリケーション対応の監視のための新しいゲストドメインを設定する

■

ゲストドメインのアプリケーション対応の監視を設定解除する
p.46 の 「ゲストドメインのアプリケーション対応の監視を設定解除する」 を参照してく
ださい。

■

ゲストドメインの設定の詳細を表示する
p.47 の 「ゲストドメインの設定の詳細を表示する」 を参照してください。

■

ゲストドメインの接続の詳細を表示する
p.48 の 「ゲストドメインの接続の詳細を表示する」 を参照してください。

■

制御ドメインを保守モードに設定する
p.49 の 「制御ドメインを保守モードに設定する」 を参照してください。

アプリケーション対応の監視のための新しいゲストドメイ
ンを設定する
新しいゲストドメインを既存の ApplicationHA 設定に追加すると、新しいゲストドメインは
VCS によるアプリケーション対応の監視に自動設定されません。 設定されたゲストドメイ
ンと制御ドメインとの間のプライベートネットワーク（VLAN）に新しいゲストドメインを追加
する必要があります。 これは、次のオプションで enable_applicationha スクリプトを実
行することによって可能です。
メモ: アプリケーション対応の監視のために新しいゲストドメインを追加したクラスタ内の各
VCSノード（制御ドメイン）で、次の手順を実行する必要があります。
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ゲストドメインのアプリケーション対応の監視を設定解除する

プライベート VLAN に新しい仮想マシンを追加するには

1

アプリケーション対応の監視のためにすべての新しく作成されたゲストドメインを設
定する場合、次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -addvm ALL

すべての新しく作成されたゲストドメインを設定するための手順が完了します。
一部の新しいゲストドメインのみををクラスタに設定する場合は、次のコマンドを実行
します。
# enable_applicationha -addvm

2

新しいゲストドメインの表示されたリストを見直して、次のコマンドを使ってアプリケー
ション対応の監視を設定する対象となるゲストドメインのみの名前を指定します。
# enable_applicationha -addvm vm1vm2 ...

vm1、vm2 は、VCS クラスタに追加するゲストドメインの名前です。
上記の手順を実行するときに、ApplicationHA で監視用に設定されているゲストドメ
インは、上記のコマンドを実行するとプライベート VLAN で自動的に登録されます。

ゲストドメインのアプリケーション対応の監視を設定解除
する
特定のゲストドメインに対する保守作業を実行する場合、VCS によるそのゲストドメインの
アプリケーション対応の監視を一時停止したい場合があります。これにより、保守作業の
間の VCS によるエラー管理を防止できます。
これは、設定済みのゲストドメインと VCS ノード（制御ドメイン）との間のゲストドメインをプ
ライベート VLAN から削除することで実現できます。
メモ: VCS によるゲストドメインのアプリケーション対応の監視を一時停止するクラスタ内
の各 VCS ノード（制御ドメイン）で、次の手順を実行する必要があります。
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ゲストドメインの設定の詳細を表示する

ゲストドメインをプライベート VLAN から削除するには

1

登録済みのすべてのゲストドメインをプライベート VLAN から削除するには、次のコ
マンドを実行します。
# enable_applicationha -delvm ALL

すべてのゲストドメインをプライベート VLAN から削除する手順は完了です。特定の
ゲストドメインを VCS クラスタから削除するには、次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -delvm

2

表示されたプライベート VLAN での登録済みゲストドメインの一覧を見直し、プライ
ベート VLAN から削除するゲストドメインを指定します。
# enable_applicationha -delvm vm1 vm2

vm1 と vm2 は、VCS によるアプリケーション対応の監視を一時停止するゲストドメ
インの名前です。
上記の手順を使って 1 つまたは複数のゲストドメインをプライベート VLAN から削除
すると、それらは、自動登録機能を使ってもプライベート VLAN には自動的には登
録されません。
そのようなゲストドメインでアプリケーション対応の監視を再開するには、次のトピック
で説明する手順を繰り返す必要があります。
p.45 の 「アプリケーション対応の監視のための新しいゲストドメインを設定する 」 を
参照してください。

ゲストドメインの設定の詳細を表示する
VCS ノード（制御ドメイン）と関連付けられた各種のゲストドメインの NIC や VLAN ID な
どのインフラパラメータを含む設定の詳細を表示できます。
■

VCS ノード（制御ドメイン）と関連付けられたすべてのゲストドメインの設定の詳細を表
示するには、次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -status

特定のゲストドメイン設定の詳細もこのコマンドラインから表示できます。 出力に、
「Configured」または「Not Configured」という用語で状態が表示されます。 「Configured」
という状態は、ゲストドメインのアプリケーション対応監視のインフラが作成されていること
を意味します。 ただし、ゲストドメインは VCS ノード（制御ドメイン）に接続されないことが
あります。
■

選択された ゲストドメイン の登録の詳細を表示するには、次のコマンドを実行します。
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ゲストドメインの接続の詳細を表示する

# enable_applicationha -status vm1 vm2 ...

ここで、vm1 と vm2 は設定の詳細を表示したい ゲストドメイン の名前です。

ゲストドメインの接続の詳細を表示する
ゲストドメインの接続の詳細を VCS ノード（制御ドメイン）から表示できます。
■

ゲストドメインの接続状態を表示するには、次のコマンドを実行します。
# hasys -value VirtGuest ConnectionState

VirtGuest はゲストドメインのホスト名になります。
ゲストドメインのホスト名は、ゲストドメインに対応する LDom リソースの「CEInfo」属性
に反映されます。 この情報を取得するには、次のコマンドを使用します。
# hares -value virt_name CEInfo

virt_name がゲストドメインの名前になります。 出力では、キー CESystem に対応す
る名前は、ゲストドメインのホスト名です。
次の表は、各接続状態の値とその説明をまとめたものです。

■

接続状態

説明

CONNECTED

ゲストドメインは制御ドメインに接続されていま
す。

NOT RESPONDING

ゲストドメインは VCS クラスタへの応答を停止
しました。 VCS は障害管理手順をまったく実
施しません。

接続解除

ゲストドメインは VCS クラスタに接続されてい
ません。 ゲストドメインの以前の状態に応じて、
VCS は障害管理手順を実施します。

DISABLED

ゲストドメインと制御ドメインとの間の接続が無
効です。 VCS はゲストドメインのアプリケーショ
ン対応の監視をまったく実行しません。

ゲストドメインが接続されている VCS ノード（制御ドメイン）を判別するには、次のコマ
ンドを実行します。 常に、ゲストドメインは 1 つの VCS ノードのみに接続されます。
# hasys -value VirtGuest ControllerNode

VirtGuest はゲストドメインのホスト名になります
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制御ドメインを保守モードに設定する

制御ドメインを保守モードに設定する
enable_applicationha スクリプトを使って、ApplicationHA をサポートするよう設定さ

れている VCS ノード（制御ドメイン）を保守モードにすることができます。
これは、次のコマンドを使うことによって可能です。
# enable_applicationha -reset

この設定手順は、スクリプトを実行する VCS ノード上の ApplicationHA 設定をリセットし
ます。 VCS クラスタ内のすべてのノードを、1 つずつ保守モードにすることができます。
最新のノードを保守モードにするとき、IP アドレスや DHCP リソースなどの ApplicationHA
のグローバル設定も VCS クラスタ全体にわたり削除されます。
ApplicationHA は、設定されたゲストドメイン上のアプリケーションの監視を続行します。
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Symantec ApplicationHA ラ
イセンスの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

ApplicationHA ライセンスの管理について

■

Symantec High Availability を使った ApplicationHA ライセンスの管理 ビュー

■

コマンドラインによる ApplicationHA ライセンスの管理

ApplicationHA ライセンスの管理について
ApplicationHA をすでにご利用のお客様は、キーレスライセンス機能を使って、アプリ
ケーション 6.1 以降にアップグレードできます。
また、次の方法の 1 つを使って、ApplicationHA の追加ライセンスキーをインストールで
きます。
メモ: ApplicationHA をすでにご利用のお客様がキーレスライセンスを利用または削除す
る場合は、この章で説明する、コマンドラインによる方法を使う必要があります。
ApplicationHA を初めて利用するお客様の場合、キーレスライセンスはデフォルトで有効
になっています。ApplicationHA ライセンスをさらに詳しく管理する場合は、GUI ベース
による方法とコマンドラインベースによる方法のどちらも使うことができます。
■

CPI インストーラを実行して ApplicationHA をインストールまたはアップグレードする
場合は、新しいライセンスキーを指定できます。

■

また、コマンドラインからも、有効なライセンスキーのインストールや、キーレスライセン
ス機能の有効化を行えます。
p.52 の 「コマンドラインによる ApplicationHA ライセンスの管理」 を参照してくださ
い。

第 7 章 Symantec ApplicationHA ライセンスの管理
Symantec High Availability を使った ApplicationHA ライセンスの管理 ビュー

■

Veritas Operations Manager コンソールに接続し、［サーバー（Server）］パースペ
クティブの左ペインで［管理（Manage）］を展開し、関連する組織または未分類のホス
トから、ライセンスを更新するゲストドメインに移動します。ゲストドメインを右クリックし、
コンテキストメニューで［ApplicationHA の管理（Manage ApplicationHA）］をクリック
して［Symantec High Availability］ビューを起動し、［ライセンス（Licenses）］をクリッ
クします。ローカルのゲストドメインのライセンスを管理するために、このパスを使いま
す。
メモ: 現在、この方法では、キーレスライセンスはサポートされていません。キーレスラ
イセンスは、コマンドラインからのみインストールできます。

■

インターネットブラウザから次の URL を使って［Symantec High Availability］ビュー
にアクセスすることもできます。
https://<IP_or_Hostname>:5634/vcs/admin/application_health.html?priv=ADMIN
IP_or_Hostname は、ApplicationHA ライセンスを管理する仮想名の IP アドレスま
たはホスト名を示します。

Symantec High Availability を使った ApplicationHA ラ
イセンスの管理 ビュー
ApplicationHA のライセンスを［Symantec High Availability］ビューで管理するには、次
の手順を実行します。
メモ: この方法は、キーレスライセンスではなく永続ライセンスキーを指定するために使う
ことができます。
ApplicationHA のライセンスを管理するには

1

VOM MS（Veritas Operations Manager Mangement Server）に接続します。

2

VOM MS コンソールで、［サーバー（Server）］パースペクティブを選択し、左ペイン
の［管理（Manage）］を展開します。

3

［組織（Organization）］または［未分類のホスト（Uncategorized Hosts）］を展開して
ゲストドメインに移動します。

4

必要なゲストドメインを右クリックし、［ApplicationHA の管理（Manage
ApplicationHA）］をクリックします。
［Symantec High Availability］ビューが表示されます。

5

［Symantec High Availability］ビューで［ライセンス（Licenses）］をクリックします。
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6

［ライセンス管理（License Management）］パネルの［ライセンスキーの入力（Enter
license key）］テキストボックスに永続ライセンスキーを入力し、［追加（Add）］をクリッ
クします。

7

［閉じる（Close）］をクリックします。

コマンドラインによる ApplicationHA ライセンスの管理
キーレスライセンスを含む既存のライセンスの表示、ライセンスキーの追加、または既存
のライセンスの削除では、次のコマンドを使います。
既存のライセンスを表示する場合
/opt/VRTS/bin/vxlicrep

有効なライセンスキーをインストールする場合
/opt/VRTS/bin/vxlicinst

キーレスライセンスを使う場合

1

次のディレクトリに移動します。
# cd /opt/VRTSvlic/bin

2

キーレスライセンスが有効になったすべての製品レベルの現在の設定を表示しま
す。
# ./vxkeyless -v display

3

キーレスライセンスで使用可能な製品レベルの設定を表示します。
# ./vxkeyless displayall

4

他の製品と一緒に、ApplicationHA のキーレスライセンスを有効にします。
# ./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。 vxkeyless displayall
コマンドによって返されたキーワードを使います。
キーレスライセンスを削除して有効なライセンスキーを追加する場合は、キーレスライセン
スを消去する必要があります。
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、またはキーレスライセンスに
対して新しい製品レベルを設定するまで、ApplicationHA 製品は無効になります。
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キーレスライセンスを削除する場合

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
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A
Symantec ApplicationHA 設
定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。
■

Symantec High Availability ビューログ

■

［Symantec High Availability］ビューにアプリケーションの監視状態が表示されない

■

Symantec ApplicationHA 設定ウィザードに空白が表示される

■

エラーが発生したゲストドメインがフェールオーバーしない

■

ApplicationHA で開始された再ブートが、コンソールのメッセージをブロードキャスト
しない

■

LDom グループがすべてのシステムでエラーになる

■

ApplicationHA がアプリケーションを再起動できない

■

ゲストドメインのソフトによる再ブートがトリガされない

■

ゲストドメインのハードによる再ブートがトリガされない

■

VCS はゲストドメインをフェールオーバーできない

■

監視を設定解除するとデフォルトのアプリケーション監視設定が復元されない

■

VCS がオンライン状態のゲストドメインをフェールオーバーする場合がある

■

ゲストドメインでのアプリケーション対応の監視の設定解除が失敗する場合がある

■

ApplicationHA は失敗したアプリケーションを再起動しない

■

ユーザーが監視用にゲストドメインをプライベート VLAN に追加できない

付録 A Symantec ApplicationHA 設定のトラブルシューティング
Symantec High Availability ビューログ

■

ユーザーは仮想ネットワークインターフェースデバイスをゲストドメインに追加できませ
ん

■

ゲストドメインが断続的に「NOT RESPONDING」状態を表示する

■

ゲストドメインが VCS ノードに接続できない

■

ゲストドメインの接続が切断されても、エラーとして即座に表示されない

■

設定されたゲストドメインが VCS から接続解除されているように表示される

■

［Symantec High Availability］ビューは、不正な仮想マシンの診断情報を表示しま
す。

Symantec High Availability ビューログ
Symantec High Availability ビューは、名前の最後にアルファベットが付けられるログファ
イルを生成します。 ログファイルは、次のように、操作および構成設定に基づいて分割さ
れます。
■

操作およびウィザードログ
ApplicationHA ログ操作のログには、Symantec ApplicationHA 設定ウィザードログ
と、Symantec High Availability ビューから実行されるさまざまな操作に関連するログ
が含まれています。
操作ログは /var/VRTSvcs/log にあります。
例: /var/VRTSvcs/log/AppControlOperations_A.log
Symantec ApplicationHA 設定ウィザードは、ウィザードの実行時にのみ使用できる
メモリ内ログの維持も行います。 これらのログはセッション単位で維持されます。 メモ
リ内ログはウィザードが終了した後にパージされます。 これらのログは、ファイルにも
ディレクトリにも保存されません。

■

構成設定ログ
アプリケーション監視の設定関連の変更は別に記録され、次の場所にあります。
/var/VRTSvcs/log/

例: /var/VRTSvcs/log/AppControlSettings_A.log
これらの設定には、Symantec High Availability ビューの［設定 (Settings)］リンクか
らアクセスできます。
■

Symantec High Availability ビューログ
Symantec High Availability ビューは、ビューから実行される操作のメモリ内ログの維
持も行います。これらのログは、ログウィンドウが開いているときだけ利用可能です。
現在のログを表示するには、Symantec High Availability ビューの右側にある［ログ
の表示 (View Logs)］リンクをクリックします。 ウィンドウがビュー内に表示されます。
このウィンドウには、実行された操作の詳細が表示されます。
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［Symantec High Availability］ビューにアプリケーション
の監視状態が表示されない
VOM（Veritas Operations Manager）Management Server コンソールの［Symantec
High Availability］タブに、HTTP 404 Not Found のエラーが表示されるか、アプリケー
ションの健全性状態が表示されません。
次の状態を確認した後で、VOM コンソールの［Symantec High Availability］タブを更新
します。
■

ApplicationHA のアドオンが VOM で設定されていることを確認します。

■

ゲストドメインで Veritas Storage Foundation Messaging Service（xprtld プロセス）
が実行中であることを確認します。
xprtld プロセスが実行中であることを確認するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSsfmh/adm/xprtldctrl status

プロセスが停止したら、次のコマンドを実行します。
# svcadm disable svc:/system/xprtld:default
# svcadm enable svc:/system/xprtld:default
■

ポート 14152、14153、5634 がファイアウォールによって遮断されていないことを確
認します。

Symantec ApplicationHA 設定ウィザードに空白が表示
される
Symantec ApplicationHA 設定ウィザードが、ウィザードパネルの表示に失敗することが
あります。空白のウィンドウが表示される場合があります。
回避策
ウィザードを再起動する必要があります。

エラーが発生したゲストドメインがフェールオーバーしな
い
エラーが発生したゲストドメインを VCS が別の VCS ノードにフェールオーバーしようとす
ると、ゲストドメインに次のエラーメッセージが表示されます。
"primary-vcssw" not found
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ApplicationHA で開始された再ブートが、コンソールのメッセージをブロードキャストしない

回避策
現在のノードにある VCS が ApplicationHA をサポートするように有効化されていること
を確認します。

ApplicationHA で開始された再ブートが、コンソールの
メッセージをブロードキャストしない
ApplicationHA で開始された再ブートは、ゲストドメインを再ブートするためにデフォルト
の再ブートコマンドを使います。 再ブートの時に仮想マシンコンソールのブロードキャス
トメッセージでユーザーに警告を行う場合、VM.GracefulRebootPolicy 属性を使うことが
できます。
より多くの情報のため
p.39 の 「アプリケーション監視設定の管理」 を参照してください。
(2586314)

LDom グループがすべてのシステムでエラーになる
アプリケーションを設定したり、設定を変更すると、LDom グループがすべての制御ドメイ
ンでエラーになります。
回避策
これは、アプリケーションの設定ミスが原因の場合があります。
制御ドメインから次の手順を実行します。
1.

LDom サービスグループのエラーをクリアします。

2.

制御ドメインから LDom サービスグループをフリーズします。

3.

VCS の制御外でゲストドメインを起動します。

4.

アプリケーションの監視設定を変更します。

5.

制御ドメインからサービスグループをアンフリーズします。

ApplicationHA がアプリケーションを再起動できない
設定済みのアプリケーションをゲストドメインで再起動できません。
回避策
Veritas Operations Manager の［Symantec High Availability］タブにある［設定
（Settings）］メニューのオプションから App.RestartAttempts 属性の値を確認します。
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ゲストドメインのソフトによる再ブートがトリガされない

1. 値が 0 より大きいかどうかを確認します。
2. アプリケーションが、ごく最近 ApplicationHA によって再起動されたかどうかを確認し
ます。App.RestartAttempts 属性の値は、設定可能な期間にアプリケーションが実行中
である場合にのみ有効です。

ゲストドメインのソフトによる再ブートがトリガされない
ゲストドメインで実行中の設定済みのアプリケーションでエラーが起きても、ApplicationHA
がゲストドメインを再起動できません。
回避策
Veritas Operations Manager の［Symantec High Availability］タブにある［設定
（Settings）］メニューで、VM.GracefulRebootPolicy 属性が［有効（Enabled）］に設定さ
れていることを確認します。ApplicationHA が、VM.GracefulRebootAttempts 属性で指
定されている再起動可能な回数を超えていないことを確認します。

ゲストドメインのハードによる再ブートがトリガされない
設定されたアプリケーションがゲストドメインで失敗すると、VCS は外部でのゲストドメイン
の再ブートに失敗します。
回避策
■

物理的なホストの VCS が ApplicationHA サポートに対して有効になっていることを
確認します。

■

ゲストドメインが制御ドメインのプライベート VLAN に追加されていることを確認してく
ださい。

■

制御ドメインのゲストドメインの状態が「接続済み（Connected）」であるか確認します。
ゲストドメインの接続状態の表示について詳しくは、
p.48 の 「ゲストドメインの接続の詳細を表示する」 を参照してください。

■

RestartLimit 属性の値が、ゲストドメインに対応するリソースで 0 より大きいことを確認
してください。

VCS はゲストドメインをフェールオーバーできない
ゲストドメインで実行されているアプリケーションが失敗しても、VCS はゲストドメインを
フェールオーバーできません。また、その他の障害管理手順も失敗します。
回避策
■

VCS がすべての制御ドメインで ApplicationHA サポートに対して有効になっている
か確認します。
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監視を設定解除するとデフォルトのアプリケーション監視設定が復元されない

■

障害が発生したゲストドメインが制御ドメインのプライベート VLAN の一部であるか確
認します。

■

制御ドメインでのゲストドメインの接続状態が「接続済み（Connected）」であるか確認
します。
ゲストドメインの接続状態の表示について詳しくは、
p.48 の 「ゲストドメインの接続の詳細を表示する」 を参照してください。

監視を設定解除するとデフォルトのアプリケーション監視
設定が復元されない
ゲストドメインでアプリケーション監視を設定解除すると、ApplicationHA 属性のファクトリ
設定（App.RestartAttempts や VM.GracefulRebootPolicy など）が自動的には復元さ
れません。代わりに、アプリケーション監視を設定解除する前にゲストドメインで設定した
値が復元されます。
回避策
これは想定される動作です。ゲストドメインでアプリケーション監視を再設定したときに、
ApplicationHA をデフォルト値に設定する場合は、［Symantec High Availability］タブか
らデフォルト値を手動でリセットする必要があります。

VCS がオンライン状態のゲストドメインをフェールオー
バーする場合がある
論理ドメイン がオンラインになると、LDom リソースがオンラインでなくても、VCS がゲスト
ドメインをフェールオーバーします。
VCS のエラーログには次のエラーメッセージが表示されます。
LDom resource name is disconnected. Returning OFFLINE.

回避策
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ゲストドメインでのアプリケーション対応の監視の設定解除が失敗する場合がある

1

ApplicationHA が設定されており、再ブート後にゲストドメインで起動できることを確
認します。

2

ApplicationHA によるゲストドメインの起動に時間がかかりすぎる場合は、LDom リ
ソースタイプの OnlineWaitLimit の値を増やしてください。
この属性の設定について詳しくは、p.32 の 「VOM からの ApplicationHA の VCS
設定の指定」 を参照してください。 を参照してください。

3

ゲストドメインを ApplicationHA で監視しない場合は、ゲストドメインでのアプリケー
ション対応の監視を設定解除してください。
詳しくは、p.46 の 「ゲストドメインのアプリケーション対応の監視を設定解除する」 を
参照してください。 を参照してください。

ゲストドメインでのアプリケーション対応の監視の設定解
除が失敗する場合がある
ゲストドメインでの VCS によるアプリケーション対応の監視を停止するには、ゲストドメイ
ンで次のコマンドを実行します。
# enable_applicationha -delvm vm1

vm1 は、VCS によるアプリケーション対応の監視を停止するゲストドメインのホスト名で
す。このコマンドは失敗する場合があります。(2575354)
回避策

1

VOM Management Server コンソールの［Symantec High Availability］ビューで
アプリケーション監視を設定解除して再度実行します。

2

手順 1 に失敗した場合は、ゲストドメインで次のコマンドを実行し、再度実行します。
# /opt/VRTSvcs/bin/utils/remove_ip

ApplicationHA は失敗したアプリケーションを再起動し
ない
設定済みのアプリケーションでエラーが発生すると、ApplicationHA は設定どおりにその
アプリケーションを再起動するはずです。場合によって、これは失敗します。
回避策
■

ゲストドメインの App.RestartAttempts 属性の値が 0 より大きいことを確認します。こ
の値は、VOM Management Server コンソールの［Symantec High Availability］
ビューの［設定（Settings）］オプションで確認できます。
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ユーザーが監視用にゲストドメインをプライベート VLAN に追加できない

■

ApplicationHA が最近そのアプリケーションを再起動していないことを確認します。
ApplicationHA が最近そのアプリケーションを再起動している場合は、
App.RestartAttempts で指定した値が復元されるまでに一定の時差が発生している
可能性があります。この遅延の間にエラーが再発生すると、ApplicationHA はアプリ
ケーションを再起動しない可能性があります。

ユーザーが監視用にゲストドメインをプライベート VLAN
に追加できない
VCS を使った高可用性を実現するためにゲストドメインの監視を行うには、ゲストドメイン
と、関連する VCS ノード（制御ドメイン）との間のプライベート VLAN に新しいゲストドメイ
ンを追加する必要があります。このタスクは失敗する場合があります。
回避策

1

ゲストドメイン設定で、PCI デバイスの ID 31 がすでに使われているかどうかを確認
します。
制御ドメインで次のコマンドを実行します。
# ldm list-bindings VirtName

VirtName はゲストドメインの名前です。この ID を使っているデバイスが、スイッチと
して「primary-vcssw」を使ったネットワークインターフェースでない場合は、デバイス
を「31」より低いスロットに割り当てます。
この手順を実行してから、ゲストドメインをプライベート VLAN に追加します。

2

最初の手順に失敗し、ゲストドメインが実行されている場合は、ゲストドメインをシャッ
トダウンしてからそれをプライベート VLAN に追加します。

ユーザーは仮想ネットワークインターフェースデバイスを
ゲストドメインに追加できません
ApplicationHA のためのVCSサポートを有効にするとき、スクリプトによって仮想ネットワー
クインターフェースデバイスがゲストドメインに追加されます。 この手順は失敗することが
あります。
回避策
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ゲストドメインが断続的に「NOT RESPONDING」状態を表示する

1

ゲストドメイン設定で、ID 31 がすでに使われているかどうかを検証します。 次のコ
マンドを実行します。
# ldm list-bindings VirtName

VirtName はゲストドメインの名前です。この ID が使用中で ID を使っているデバイ
スが仮想スイッチ primary-vcssw でない場合、31 よりも小さい ID をデバイスに割り
当てる必要があります。

2

最初の手順が機能せず、ゲストドメインが実行されている場合、ゲストドメインをシャッ
トダウンして、ゲストドメインを自動登録のために設定します。

ゲストドメインが断続的に「NOT RESPONDING」状態を
表示する
コマンドラインからゲストドメインの接続状態をクエリーすると、ゲストドメインは断続的に
「NOT RESPONDING」状態を表示します。 この状態は次の場合に発生する可能性が
あります。
■

ゲストドメインが過負荷になる

■

制御ドメインが過負荷になる

その結果、ゲストドメインから制御ドメインの VCS へのハートビートの送信で遅延が起こ
ります。 ハートビートのためにタイムアウト値を増やす必要があります。
回避策
ハートビートのタイムアウト値を増やすには:
1.

制御ドメインにログインします。
ゲストドメインのための「IAATimeout」値を修正するには次のコマンドを使います。
# hasys -modify <GuestName> IAATimeout HigherTimeoutValue

GuestName は、ゲストドメイン内で表示されるホスト名を参照し、
HigherTimeoutValue は新しい非常に高いタイムアウトの値（秒単位）になります。

ゲストドメインが VCS ノードに接続できない
ゲストドメインが制御ドメインに接続されていない場合で、これら 2 つの間のハートビート
が有効になっている場合、ゲストドメインは 30 秒ごとに VCS ノードへの接続を試みます。
VCS ノードが存在しない場合、次のメッセージが表示されます。
No VCS server available for connection

回避策
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ゲストドメインと VCS との間の接続性を確保するには、次の手順を実行します。
■

ゲストドメインが関連付けられた VCS ノード（制御ドメイン）が ApplicationHA をサポー
トするために有効になっていることを確認します。

■

ゲストドメインが ApplicationHA のプライベート VLAN に追加されていることを確認し
てください。 詳細は次のとおりです。
仮想マシンの設定の詳細を表示するp.47 の 「ゲストドメインの設定の詳細を表示す
る」 を参照してください。

ゲストドメインの接続が切断されても、エラーとして即座
に表示されない
ゲストドメインと 制御ドメインとの間の接続が失われると、VCS は接続状態を「NOT
RESPONDING」に設定します。ゲストドメインの状態は、ResponseTimeout で設定した
期間が経過した場合にのみ「Faulted」に移行します。
回避策
次の手順を実行することで、ResponseTimeout 属性をリセットできます。
1.

制御ドメインにログインします。

2.

次のコマンドを実行します。
# hasys –modify GuestName ResponseTimeout

lower_timeout_value

GuestName はゲストドメインのホスト名で、lower_timeout_value は低く設定する
新しいタイムアウト値です。

設定されたゲストドメインが VCS から接続解除されてい
るように表示される
ゲストドメインでの監視用のアプリケーションを設定し、アプリケーションハートビートを有
効化した場合でも、ゲストドメインが VCSクラスタ（制御ドメイン）に接続されていないよう
に見えます。
回避策
1.

しばらくしてから接続状態を確認してください。 ゲストドメイン上の ApplicationHA と
制御ドメイン 上の VCS との間の通信が、VCS クラスタによって検出されるのに少し
時間がかかる場合があります。

2.

制御ドメイン上の VCS が ApplicationHA をサポートするよう有効になっていること
を確認してください。 関連付けられた制御ドメインの設定の状態を表示するには:
p.47 の 「ゲストドメインの設定の詳細を表示する」 を参照してください。
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3.

4.

制御ドメインで、次の検証手順を実行します。
■

clusext プロセス /opt/VRTSvcs/bin/clusext –core が実行中であることを
検証します。 このプロセスが実行していない場合、VCS が自動的にプロセスを
開始するのを待機します。

■

VCS クラスタレベルの属性 EnableVMAutoDiscovery が 1 に設定されている
ことを検証します。

■

primary-vcssw デバイスが IP アドレスとともに稼働していることを検証します。
デバイスが稼働していない場合、リソース「VCSVLANSG_IP」の状態を確認しま
す。 状態が OFFLINE または FAULTED の場合、リソースを含んでいるサービ
スグループをオンライン状態にします。

■

DHCP サーバーが開始されていることを検証します。 DHCP サーバーが動作
していない場合、システムの VCSVLANSG_DHCP リソースの状態を確認して
ください。 状態が OFFLINE または FAULTED の場合、リソースを含んでいる
サービスグループをオンライン状態にします。

ゲストドメインで、次の検証手順を実行します。
■

ゲストドメイン内部の VCSAppMonCERes リソースがオンラインであることを検
証します。 このリソースがオンラインでない場合、このリソースを含んでいるサー
ビスグループをオンライン状態にします。

■

ゲストドメインのインターフェイスのいずれかに、VCS が ApplicationHA をサポー
トするよう設定された時に選択されたネットワークから組み込まれた IP アドレスが
あることを検証します。 ゲストドメイン上で、物理インターフェース以外の該当す
るインターフェースが可視でない場合、インタフェースが ゲストドメインにホットプ
ラグされなかった可能性があります。

［Symantec High Availability］ビューは、不正な仮想マ
シンの診断情報を表示します。
これは、Symantec High Availability 製品ではなく、Internet Explorer のキャッシュの問
題である場合があります。 この問題は、仮想環境内の個別のゲストに Symantec
ApplicationHA と VCS（Symantec Cluster Server）の両方をインストールした場合に発
生します。
たとえば、Internet Explorer を使って ApplicationHA ゲストの［Symantec High
Availability］ビューにアクセスし、次に VCS ゲストのビューにアクセスすると、ブラウザに
は ApplicationHA ゲストに関するアプリケーション診断情報が表示されたままになること
があります。
反対に、VCS ゲストのビューにアクセスし、次に ApplicationHA ゲストのビューにアクセ
スすると、VCS ゲストに関するアプリケーション診断情報が表示されたままになることがあ
ります。 (3573923)
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回避策
ブラウザキャッシュをクリアして、もう一度やり直してください。
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B
IMF との連携
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インテリジェントな監視の動作方法

■

IMF のデバッグログの有効化

■

サポート分析用の IMF 情報の収集

インテリジェントな監視の動作方法
Intelligent Monitoring Framework（IMF）対応エージェントが起動すると、エージェント
は IMF 通知モジュールを初期化します。 アプリケーションコンポーネントが安定状態に
なった後、エージェントはリソースの監視に必要な詳細を IMF 通知モジュールに登録し
ます。 たとえば、プロセスエージェントはプロセスの PID を IMF 通知モジュールに登録
します。 エージェントの imf_getnotification 関数は、コンポーネントのすべての状態変
化を待機します。 IMF 通知モジュールがコンポーネントの状態の変化を
imf_getnotification 関数に通知すると、エージェントフレームワークは監視エージェント
関数を実行して、そのコンポーネントの状態を確認します。 エージェントが状態の変化を
ApplicationHA に通知すると、ApplicationHA は適切な処理を実行します。
コンポーネントは、2 つの連続する監視エージェント関数が状態を ONLINE または
OFFLINE として報告すると、安定状態に移行します。 どのように安定状態に移行するか
について、例を次に示します。
■

コンポーネントがオンライン状態になると、オンラインエージェント関数が完了した後
で、監視エージェント関数がスケジュールされます。 この監視エージェント関数が状
態を ONLINE として報告すると想定します。次の監視エージェント関数は、
MonitorInterval 属性によって指定された時間間隔が経過した後で実行されます。こ
の監視エージェント関数も状態を ONLINE として報告した場合は、2 つの連続した
監視エージェント関数がコンポーネントの状態を ONLINE として報告したことになる
ので、安定状態になります。 2 番目の監視エージェント関数が状態を ONLINE とし
て報告した後、IMF の登録コマンドがスケジュールされます。コンポーネントは IMF
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の通知モジュールによって登録され、IMF の制御下に入ります。MonitorInterval の
デフォルト値は 60 秒です。
コンポーネントのオフライン状態についても、同様の一連のイベントが発生します。
デフォルトでは、Symantec ApplicationHA 設定ウィザードはサポート対象のアプリケー
ションの IMF を有効化します。 Symantec Cluster Server のコマンドに詳しければ、必
要に応じてコマンドラインから IMF を無効化できます。

IMF のデバッグログの有効化
IMF（Intelligent Monitoring Framework）の追加デバッグログを有効にするには、次のコ
マンドを実行します。 メッセージはエージェント固有のログファイル
/var/VRTSvcs/log/<agentname>_A.log に記録されます。
追加デバッグログを有効にするには

1
# haconf -makerw
# hatype -modify <agentname> LogDbg -add
DBG_AGDEBUG DBG_AGTRACE DBG_AGINFO DBG_1 DBG_2
DBG_3 DBG_4 DBG_5 DBG_6 DBG_7
DBG_8 DBG_9 DBG_10....and so on up to DBG_20

2

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファの場合:
# amfconfig -S errlevel all all

AMF ドライバのメモリ内トレースバッファを有効にした場合、amfconfig -p dbglog
コマンドを使って追加ログを表示できます。

サポート分析用の IMF 情報の収集
IMF（Intelligent Monitoring Framework）に関する問題が起きた場合、getimf スクリプ
トを実行して情報を収集する必要があります。
サポート分析用の IMF 情報を収集するには
◆

各ノードで次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTSamf/bin/getimf

問題のトラブルシューティングを行い、解決します。
問題が解決できない場合は、getimf スクリプトが生成するファイルを添えてシマン
テック社のテクニカルサポートに問い合わせてください。
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