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1
インストールの概要と計画

■

第1章 Storage Foundation Cluster File System High Availability の概要

■

第2章 システム必要条件

■

第3章 SFCFSHA のインストール計画

■

第4章 SFCFSHA のライセンス確認

1
Storage Foundation Cluster
File System High
Availability 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability について

■

Veritas Operations Manager について

■

I/O フェンシングについて

■

Symantec Operations Readiness Tools について

■

データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定について

Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability について
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability は、ストレージ
エリアネットワーク（SAN）環境で共有データをサポートするために Symantec Storage
Foundation を拡張します。Storage Foundation Cluster File System High Availability
を使うと、複数のサーバーは、アプリケーションに対して透過的に共有ストレージとファイ
ルに同時アクセスできます。
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability は、可用性とパ
フォーマンスの自動化とインテリジェント管理も強化します。
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability には、製品に
高可用性機能を追加する Veritas Cluster Server が含まれています。
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製品をインストールするには、『Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability インストールガイド』の指示に従います。
高可用性環境について詳しくは、Symantec Cluster Server のマニュアルを参照してく
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。
Veritas Enterprise Administrator（VEA）のコンソールは Storage Foundation 製品に
含まれなくなりました。VEA の使用を続けたい場合は、
http://www.symantec.com/operations-manager/support からソフトウェアバージョンを
ダウンロードできます。Symantec Storage Foundation Management Server は非推奨
です。
Cluster Manager（Java コンソール）を使ってシングルクラスタを管理したい場合は、
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。

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、SFCFSHA 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 パッケージ の一部をインストールします。
共有ディスク上のデータを保護するには、SFCFSHA 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。
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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、
SFCFSHA は非 SCSI-3 の I/O フェンシングをサポー
トします。

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.85 の 「 I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
メモ: I/O フェンシングを使ってスプリットブレインの状態からクラスタを保護することを推奨
します。
『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。
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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。
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 SFCFSHA クラスタの設定につい
て
ノードに障害が起きた場合、SFCFSHA は修正アクションを実行し、変更後のメンバー
シップが反映されるように、そのコンポーネントを設定します。実際のノードに障害が発生
していないのに、障害があるノードと同じ現象が見られる場合、上記の修正アクションは
スプリットブレインの状況を引き起こします。
そのようなスプリットブレインの状況の原因となるシナリオの例を次に示します。
■

プライベートネットワークの障害
2 ノードクラスタ内のシステムにノード障害が発生すると、システムはプライベート相互
接続を介したノード間のハートビート送信を停止します。次に、存在するノードが修正
アクションを実行します。 実際のノードではなくプライベート相互接続に障害が起きた
場合も同じ現象が起こり、これによって各ノードは自分の接続相手が切断されたと判
断します。このような場合は、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
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システムで処理が集中しているために応答していないように見える場合、他のノード
からシステム停止を宣言される可能性があります。この宣言は、「中断」および「再開」
機能をサポートするハードウェアを使用しているノードにも発生する場合があります。
中断機能を使用してノードを PROM レベルに落としてから処理を再開すると、他の
ノードからシステム停止を宣言される場合があります。そのシステムが後で復旧して書
き込み処理を再開しても、他のノードからはシステム停止を宣言される場合がありま
す。
I/O フェンシングは、クラスタ内で通信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。SFCFSHA は I/O フェンシングを使って、スプリットブレインに伴うリスクを除去し
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。
SFCFSHA のインストールと設定が終わったら、データ整合性が確保されるように
SFCFSHA の I/O フェンシングを設定する必要があります。
p.85 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 SFCFSHA 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、SFCFSHA 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、SFCFSHA 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.163 の 「installsfcfsha 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.279 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。
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I/O フェンシングのコンポーネントについて
SFCFSHA の共有ストレージは、I/O フェンシングを有効にするために SCSI-3 Persistent
Reservation をサポートしている必要があります。SFCFSHA には、次の 2 タイプの共有
ストレージがあります。
■

データディスク - 共有データを格納します。
p.29 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.29 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、標準の VxVM または CVM ディスクグルー
プの一部である必要があります。CVM では、ディスクグループベースでデータディスクが
フェンシングされます。 ディスクグループに追加されたディスクと、デバイスで検出された
新しいパスは、自動的にフェンシングされます。

コ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。SFCFSHA
は、vxfen がコーディネーションポイントの制御権を獲得しようとし、制御権を獲得したパー
ティションは除外されたノードによるデータディスクへのアクセスをフェンシングするときに
スプリットブレインを防ぎます。
メモ: クラスタのフェンシング設定には通常、3 つのコーディネーションポイントが必要で
す。 シマンテック社では、1 つの CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うサー
バーベースフェンシングもサポートしていますが、この CP サーバーが単一障害点にな
る点に注意してください。
コーディネーションポイントはディスクまたはサーバーあるいはその両方の場合がありま
す。
■

コーディネータディスク
コーディネーションポイントとして機能するディスクは、コーディネータディスクと呼ば
れます。コーディネータディスクは、3 つの標準ディスクまたは LUN で、クラスタの設
定時に I/O フェンシングで使うために予約されています。SFCFSHA の設定では、
コーディネータディスクを他の保存目的に使うことはありません。
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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 SFCFSHA クラスタノード
が次のタスクを実行できるようにすることによってアービトレーション機能を提供しま
す。
■

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

■

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

■

このアクティブな SFCFSHA クラスタから自己登録解除する

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

メモ: CP サーバーでは、フェンシングアービトレーションのロジックは SFCFSHA クラ
スタ上に残ったままです。
異なるオペレーティングシステムを実行する複数の SFCFSHA クラスタ では、同時
に CP サーバーにアクセスできます。 TCP/IP ベースの通信が CP サーバーと
SFCFSHA クラスタ の間で使用されます。
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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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 管
理者ガイド』を参照してください。
p.166 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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2
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

■

SFCFSHA の重要なプリインストール情報

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability のハードウェ
ア必要条件

■

I/O フェンシングの必要条件

■

Veritas File System の必要条件

■

データベースの必要条件

■

ディスク領域の必要条件

■

Cluster File Systems の時刻同期

■

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

■

サポートされるノードの数

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。
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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

SFCFSHA の重要なプリインストール情報
SFCFSHA 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

サポート対象のオペレーティングシステム
SFCFSHA 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability リリー
スノート』を参照してください。

Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability のハードウェア必要条件
次のハードウェア必要条件は Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability に適用されます。
表 2-1

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
のハードウェア必要条件

要求

説明

メモリ

2 GB。

CPU

最低 2 つの CPU。

ノード

クラスタのすべてのノードに同じ CPU アーキテクチャがあるかぎ
り、Symantec Storage Foundation Cluster File System High
Availability は Solaris 10 SPARC オペレーティングシステムの
混合クラスタ環境をサポートします。

33

第 2 章 システム必要条件
I/O フェンシングの必要条件

要求

説明

共有ストレージ

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

ファイバーチャネルまたは
iSCSI ストレージ

共有ストレージデバイスにアクセスするには、クラスタの各ノード
にファイバーチャネル、I/O チャネル、iSCSI ストレージのいずれ
かが必要です。Fibre Channel ファブリックのプライマリコンポー
ネントは Fibre Channel スイッチです。

クラスタプラットフォーム

SFCFSHA（Symantec Storage Foundation Cluster File
System High Availability）のクラスタ内のノードとして機能できる
ハードウェアプラットフォームが複数あります。
『Symantec Storage Foundation Cluster File System High
Availability リリースノート』を参照してください。
クラスタが正常に動作するには、すべてのノードの時刻がそろっ
ている必要があります。Network Time Protocol（NTP）デーモン
を実行しない場合は、クラスタに属するすべてのシステムの時刻
が同期されていることを確認します。

SAS または FCoE

クラスタの各ノードは、共有ストレージデバイスにアクセスするた
めに、SAS または FCoE I/O チャネルを持つ必要があります。
SAS または FCoE（Fibre Channel over Ethernet）ファブリック
のプライマリコンポーネントは、スイッチと HBA です。

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.35 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.35 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。
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SCSI-3 PR に準拠していない仮想環境に SFCFSHA 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.39 の 「非 SCSI-3 I/O フェンシングの必要条件」 を参照してください。

I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件
I/O フェンシングのコーディネータディスクが次の必要条件を満たすことを確認します。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、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
SFCFSHA 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。
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■

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。

■

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 Cluster Server インストールガイド』または『Symantec Storage Foundation
High Availability インストールガイド』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。
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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.41 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。
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 SFCFSHA クラスタ（アプリケーションクラスタ）間
の TCP/IP 接続を提供できるネットワークハードウェア。

表 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。

37

第 2 章 システム必要条件
I/O フェンシングの必要条件

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
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。

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

SFCFSHA 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
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）

SFCFSHA クラスタ（リ はい
リースバージョン 6.1 以
降）

いいえ

いいえ

38

第 2 章 システム必要条件
I/O フェンシングの必要条件

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）

SFCFSHA 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

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

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

『Symantec Cluster Server リリースノート』の「サポート対象 Solaris オペレーティン
グシステム」の項を参照してください。

■

『Symantec Cluster Server リリースノート』の「サポート対象の Oracle VM Server
for SPARC」の項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。
■

SFCFSHA 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。
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Veritas File System の必要条件
Veritas File System では、Solaris の変数 lwp_default_stksize と
svc_default_stksize の値が Solaris 10 の場合少なくとも 0x6000、Solaris 11 の場
合少なくとも 0x8000 である必要があります。Veritas File System の VRTSvxfs パッケー
ジをインストールすると、VRTSvxfs のパッケージスクリプトによりカーネルのこれらの変数
値がチェックされます。 この値が必要な値よりも小さい場合、VRTSvxfs は値を大きく
し、/etc/system ファイルを必要な値に修正します。 VRTSvxfs スクリプトがこの値が大
きくすると、インストールプログラムの再起動と再起動を除いて、インストールは通常どお
り処理されます。 再起動が必要な場合はメッセージが表示されます。
予期せず再起動しないようにするには、Veritas File System をインストールする前にこ
の変数値を検証します。 次のコマンドを使ってこの変数の値を確認します。
Solaris 10 の場
合:

# echo "lwp_default_stksize/X" | mdb -k
lwp_default_stksize:
lwp_default_stksize:
6000
# echo "svc_default_stksize/X" | mdb -k
svc_default_stksize:
svc_default_stksize:
6000

Solaris 11 の場
合:

# echo "lwp_default_stksize/X" | mdb -k
lwp_default_stksize:
lwp_default_stksize:
8000
# echo "svc_default_stksize/X" | mdb -k
svc_default_stksize:
svc_default_stksize:
8000

示された値が Solaris 10 で 6000、Solaris 11 で 8000 未満の場合、インストール後に
再起動することがあります。
メモ: svc_default_stksize 変数のデフォルト値は 0（ゼロ）です。これは、この値が
lwp_default_stksize 変数の値に設定されていることを表します。 この場合、
lwp_default_stksize 変数の値が小さすぎない限り、再起動の必要はありません。
インストール後の再起動を避けるため、/etc/system ファイルを適切な値に修正できま
す。 パッケージをインストールする前にシステムを再起動します。 次の行を /etc/system
ファイルに追加します。
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Solaris 10 の場
合:

set lwp_default_stksize=0x6000
set rpcmod:svc_default_stksize=0x6000

Solaris 11 の場
合:

set lwp_default_stksize=0x8000
set rpcmod:svc_default_stksize=0x8000

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

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.78 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。

Cluster File Systems の時刻同期
SFCFSHA は、NTP（Network Time Protocol）デーモンなど何らかの外部コンポーネン
トを使って、すべてのノードのシステムクロックが同期されている必要があります。 ノード
が同期していない場合、変更（ctime）と修正（mtime）のタイムスタンプが実際に発生し
た操作の順序と一致しない場合があります。
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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パッケージを確認し、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 SFCFSHA 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 パッケージ とオプションのシマンテッ
ク社の パッケージ

■

必須またはオプションの パッケージ で見つからないもの（該当する場合）

■

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。
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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 Storage Foundation Cluster File System High Availability
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。
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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 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。
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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。
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

サポートされるノードの数
SFCFSHA では、最大 64 ノードのクラスタ設定がサポートされます。
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Flexible Storage Sharing（FSS）では最大 8 ノードのクラスタ設定のみがサポートされま
す。
SmartIO ライトバックキャッシュでは最大 2 ノードのクラスタ設定のみがサポートされます。
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3
SFCFSHA 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。
■

SFCFSHA のインストールの計画について

■

インストールと設定の方法について

■

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

■

プライベート NIC の LLT メディア速度設定の最適化

■

LLT 相互接続のメディア速度設定に関するガイドライン

■

FSS（Flexible Storage Sharing）環境での LLT 相互接続の最大転送単位（MTU）
の設定に関するガイドライン

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストー
ルするための前提条件

■

Fibre Channel ファブリック上の SFCFSHA 設定例

■

VRTSspt パッケージ のトラブルシューティングツールについて

SFCFSHA のインストールの計画について
ご利用になる前に、リリースノートの最新版を使用していることを確認してください。最新
のマニュアルはシマンテック社の Operations Readiness Tools（SORT）の Web サイト
で利用可能です。
https://sort.symantec.com/documents
マニュアルバージョン:6.2 Rev 1.
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このインストールガイドは、基本的な UNIX システムとネットワーク管理の知識をすでに
持っているシステム管理者のために設計されています。基本的な知識とは、tar、mkdir
のようなコマンド、および単純なシェルスクリプトを含みます。さらに、SFCFSHA がインス
トールされる、特定のプラットフォームとオペレーティングシステムに精通しておく必要も
あります。
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストール
する場合は、インストール前の手順に従ってください。

インストールと設定の方法について
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 SFCFSHA をインストールし、設定できます。
表 3-1 には、SFCFSHA 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。
表 3-1

インストールと設定の方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラ

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:
installsfcfsha<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。installsfcfsha 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 SFCFSHA
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.78 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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方法

説明

Web ベースのインストーラ

Web ベースのインストーラを使うことで、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.170 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。

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.291 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.49 の 「応答ファイルについて」 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、
パッケージ、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.343 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。
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方法

説明

JumpStart

製品インストーラまたは製品固有のインストールスクリプトを使う
と、JumpStart スクリプトファイルを生成できます。生成されたス
クリプトを使って、JumpStart サーバーからシマンテックパッケー
ジをインストールします。

（Solaris 10 システムの場合）

p.236 の 「JumpStart を使った Solaris 10 への SFCFSHA のイ
ンストール」 を参照してください。
フラッシュアーカイブ
（Solaris 10 システムの場合）

製品インストーラを使ってシステムのクローンを作成し、マスター
システムにシマンテック製品をインストールできます。
p.241 の 「フラッシュアーカイブを使った SFCFSHA とオペレー
ティングシステムのインストール」 を参照してください。

手動でのインストールと設定

手動インストールでは、Solaris コマンドを使って SFCFSHA を
インストールします。 すべての製品に必要なすべてのパッケー
ジとパッチの一覧を正しいインストール順序で取得するには、次
のように入力します。
# installer -allpkgs
Solaris コマンドを使用して SFCFSHA をインストールします。
次に、手動で、または対話式の方法で SFCFSHA を設定しま
す。
p.243 の 「システムコマンドを使った手動による SFCFSHA のイ
ンストール」 を参照してください。

自動インストーラ
（Solaris 11 システムの場合）

Oracle Solaris Automated Installer（AI）を使って、ネットワーク
の複数のクライアントシステムで Solaris 11 のオペレーティング
システムとシマンテックパッケージをインストールできます。AI は
SPARC システムのハンズフリーインストール（手動操作のない
自動インストール）を実行します。
p.231 の 「自動インストーラを使った Solaris 11 への SFCFSHA
のインストール」 を参照してください。

応答ファイルについて
インストーラスクリプトまたは製品インストールスクリプトは、任意のインストール、設定、アッ
プグレード、アンインストールの手順の間に応答ファイルを生成します。応答ファイルには
手順の間に入力した設定情報が含まれます。手順が完了するとき、インストールスクリプ
トは応答ファイルの場所を表示します。
-responsefile オプションでインストールスクリプトを起動すると、応答ファイルを今後の

インストール手順で使用できます。応答ファイルは引数をスクリプトに渡して、自動的に製
品をインストールできるようにします。ファイルを編集して、自動的に追加システムをインス
トールし、設定できます。
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-makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを生成できます。

p.534 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

応答ファイルに使われる構文
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。
$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 "];

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

1

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

2

［製品とソリューション（Products and Solutions）］セクションで［試用版（Trialware）］
リンクをクリックします。

3

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

4

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

5

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

6

使用条件を確認して［同意します（I agree）］をクリックしてください。
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7

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

8

ダウンロードする製品を見つけて選択します。インストールを続けます。

スタンドアロンのシマンテック製品をダウンロードする場合、単一製品のダウンロードファ
イルには製品のインストーラは含まれません。特定の製品をインストールするには、その
製品のインストールスクリプトを使います。
メモ: 試用版は完全な製品バージョンです。 有効なライセンスは製品をデモまたは試用
版の状態にします。
p.78 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。
ソフトウェアをダウンロードするには

1

ダウンロードしたソフトウェアを格納する十分な容量がファイルシステム上にあること
を確認します。
SPARC の場合、ダウンロード、gunzip、tar 抽出に必要な推定容量は 2 GB です。
ソフトウェアを同じシステムにインストールする場合、インストールするソフトウェア用
に十分な容量があることも確認します。
p.41 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照してください。

2

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

注意: ファイルをダウンロードする場所を選択するときに、以前のリリースまたは保守
パックのシマンテック製品が含まれているディレクトリを選択しないでください。バー
ジョンごとにディレクトリが異なるようにしてください。

3

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

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。
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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。

FSS（Flexible Storage Sharing）環境での LLT 相互接続
の最大転送単位（MTU）の設定に関するガイドライン
FSS 環境における LLT 相互接続の MTU の設定に関する次のガイドラインを確認しま
す。
■

LLT（高い優先度と低い優先度の両方のリンク）で使うすべての NIC について、最大
転送単位（MTU）を 9000 に設定します。 そのスイッチも 9000 MTU に設定します。

■

仮想 NIC の場合は、すべてのコンポーネント（仮想 NIC、対応の物理 NIC、仮想ス
イッチ）を 9000 MTU に設定する必要があります。

■

パブリックリンクに対して、より高い MTU を設定できない場合は（パブリックスイッチな
どのそのほかのコンポーネントに対する制限により）、LLT でパブリックリンクを設定し
ないでください。 LLT は、すべての高優先度と低優先度のリンクの内で最も低く設定
された MTU を使います。
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Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability をインストールするための前提条件
各クラスタノードはパブリックネットワークに接続される必要があり、それぞれが、パブリッ
クネットワーク上でアクセスできるようにするため、重複のないホスト名を持つ必要がありま
す。インストールする元のローカルノードが、クラスタの一部である必要はありません。
SFCFSHA をインストールする場合は、次の情報を提供します。
■

クラスタ名（英字（a-z、A-Z）で開始）。

■

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

■

クラスタノードのホスト名。

■

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

■

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。インストールユー
ティリティを実行するノードには、すべてのクラスタノードまたはリモートシステム上で
root として rsh（リモートシェル）ユーティリティまたは ssh（セキュアシェル）ユーティリ
ティを実行するアクセス権限が必要です。

■

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

■

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

Fibre Channel ファブリック上の SFCFSHA 設定例
VxFS クラスタ機能は Fibre Channel ファブリック上で最適に動作します。Fibre Channel
技術は、現在入手できる接続の中で最も高速で信頼性がある、高帯域幅の接続を提供
します。 Fibre Channel 技術を実装することで、SFCFSHA は最新の Symantec Storage
Area Network（SAN）アプリケーションと連携して使うことができ、完全なデータ格納と検
索システムを提供できます。
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図 3-1 はディスクアレイでの Fibre Channel ファブリック上のクラスタファイルシステムの
設定を示します。
図 3-1

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

VRTSspt パッケージ のトラブルシューティングツールに
ついて
VRTSspt パッケージでは、システムのトラブルシューティングと設定情報の収集を行うた
めの一連のツールが提供されます。VRTSspt パッケージ をインストールして使うと、シマ
ンテック社サポートが発生した問題を簡単に診断できるようになります。
これらのツールを使って、Veritas File System と Veritas Volume Manager のメタデー
タ情報を収集し、ファイルシステムとボリュームマネージャのパフォーマンスを測定するた
めの各種ベンチマークを確立できます。 これらのツールはシマンテック社製品の操作に
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は必要ありませんが、シマンテック社サポートとの間でサポートインシデントを開く必要が
生じたときのためにインストールすることをお勧めします。VRTSspt パッケージ を使う際
は十分に注意し、必ずシマンテック社サポートを利用してください。
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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。
■

シマンテック製品のライセンスについて

■

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

■

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.57 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.59 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。

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。
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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、
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
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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.59 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。
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。

シマンテック製品のライセンスキーのインストール
VRTSvlic パッケージ 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。
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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。
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.57 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
SFCFSHA をインストールす
る準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストール準備の概要

■

インストーラでの ssh または rsh の使用について

■

プライベートネットワークの設定

■

共有ストレージの設定

■

ルートユーザーの作成

■

/opt ディレクトリの作成

■

環境変数の設定

■

ゾーン環境の準備

■

製品ディスクのマウント

■

システムがインストールできる状態かどうかの評価

■

IPS の発行元をアクセス可能にする

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

インストールの概要

インストールのタスク

項

製品のライセンスを入手します。

p.56 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。

ソフトウェアをダウンロードするか、または製品
DVD を挿入します。

p.50 の 「Symantec Storage Foundation
Cluster File System High Availability ソフトウェ
アのダウンロード」 を参照してください。
p.74 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してく
ださい。

環境変数を設定します。

p.72 の 「環境変数の設定」 を参照してください。

/opt ディレクトリが存在しない場合は作成しま p.72 の 「 /opt ディレクトリの作成」 を参照してく
ださい。
す。
すべてのノードでセキュアシェル（ssh）またはリ
モートシェル（rsh）を設定します。

p.571 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。

ハードウェア、ソフトウェア、オペレーティングシ p.32 の 「リリースノート」 を参照してください。
ステムの必要条件が満たされていることを確認し
ます。
十分な空きディスク容量があることを確認します。 p.41 の 「ディスク領域の必要条件」 を参照して
ください。
インストーラを使用して製品をインストールしま
す。

p.78 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.534 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
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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。
■

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.571 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。

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。ただし、Oracle Solaris システ
ムではデフォルトで、すべてのインターフェースに同じ MAC アドレスが割り当てられます。
したがって、ネットワークに 2 つ以上のインターフェースを接続すると問題が発生する可
能性があります。
たとえば、次のような場合を考えてください。
■

IP アドレスが 1 つのインターフェース、LLT がもう 1 つのインターフェースに設定さ
れている

■

どちらのインターフェースも 1 つのスイッチに接続されている（別々の VLAN を想定）

2 つのスイッチポートの MAC アドレスが重複すると、そのスイッチから LLT インターフェー
スへの IP トラフィックのリダイレクトが不正確になる可能性があります（逆の場合も同様）。
この問題を回避するには、eeprom(1M) パラメータの local-mac-address を true に設定
して、一意の MAC アドレスが割り当てられるようにシステムを設定します。
次の製品では、分散ロックでプライベートクラスタの相互接続が頻繁に使われます。
■

Symantec Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）

■

Symantec Storage Foundation for Oracle RAC（SF Oracle RAC）

シマンテック社は、パフォーマンス特性の理由から、SFCFS と SF Oracle RAC のクラス
タではネットワークスイッチを使うことをお勧めしています。
『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 SFCFSHA プライベートイーサネットコントローラを接続します。

3

各 SFCFSHA 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。

4

■

システムが引き続き稼動している。

■

システムが共有ストレージにアクセスできる。

オートネゴシエーションプロトコルが使われないように、プライベートネットワークで使
われるイーサネットデバイスを設定します。オートネゴシエーションプロトコルが使わ
れない場合は、クロスオーバーケーブルを使うとより安定した設定を実現できます。
このような安定した設定を実現するには、次の操作のいずれかを実行します。
■

/etc/system ファイルを編集して、システム全体のすべてのイーサネットデバイス
でオートネゴシエーションを無効にする。
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■

/kernel/drv ディレクトリで qfe.conf または bge.conf ファイルを作成して、プライ
ベートネットワークで使われる各デバイスでオートネゴシエーションを無効にす
る。

これらの方法について詳しくは、Oracle 社イーサネット製品のマニュアルを参照し
てください。
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。

5

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。

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。
p.85 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 Storage Foundation Cluster File
System High Availability 管理者ガイド』も参照してください。

共有ストレージの設定: SCSI ディスク
SCSI デバイスが共有ストレージ用に使われる場合、各ノードの SCSI アドレスまたは
SCSI イニシエータ ID が一意である必要があります。 各ノードのデフォルトの SCSI アド
レスは通常は 7 なので、競合を避けるために 1 つ以上のノードのアドレスを変更する必
要があります。 次の例では、2 つのノードが SCSI デバイスを共有しています。 nvedit
コマンドを使って nvramrc スクリプトを編集し、1 つのノードの SCSI アドレスを 5 に変更
しています。
SCSI バスを共有するシステムが 2 つ以上ある場合は、次の手順を実行します。
■

同じ手順を使って共有ストレージを設定します。

■

次の前提条件を満たしていることを確認してください。
■

どのシステムよりも前にストレージデバイスの電源が入っていること
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各ノードのアドレスが一意の値に設定されるまでは一度に 1 つのノードのみが動
作していること

■

共有ストレージを設定するには

1

ストレージに接続する各ノードで必要な SCSI ホストアダプタを取り付け、ストレージ
にケーブルで接続します。
ホストアダプタ、ストレージ、システムに付属のマニュアルを参照してください。

2

両方のノードの電源が切れている状態で、ストレージデバイスの電源を入れます。

3

システムの電源を入れますが、ブートしないでください。 必要に応じて、ok プロンプ
トを使うことができるようにシステムを停止します。
アドレスの競合を避けるため、一度に 1 つのシステムのみが動作するようにする必
要があります。

4

ホストアダプタへのパスを見つけます。
{0} ok show-disks
...b) /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000/sd

出力例には、1 つのホストアダプタへのパスが出力されています。 /sd ディレクトリな
しのパス情報を nvramrc スクリプトに取り込む必要があります。 パス情報はシステ
ムによって異なります。

5

nvramrc スクリプトを編集し、scsi-initiator-id を 5 に変更します。（『【★Solaris

OpenBoot 3.x Command Reference Manual★】』に、nvedit コマンドとキー操作
の詳細なリストが記載されています。)次に例を示します。
{0} ok nvedit

スクリプトを編集する際は、次の点に注意してください。
■

nvedit コマンドを入力すると、各行には 0:、1:、2: のように番号が付きます。

■

scsi-initiator-id が設定された行で、最初の引用符の後と scsi-initiator-id の前
に、1 つだけスペースを挿入します。

この例では、次のように nvramrc スクリプトを編集します。
0:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

probe-all
cd /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000
5 " scsi-initiator-id" integer-property
device-end
install-console
banner
<CTRL-C>
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6

nvramrc スクリプトに加えた変更内容を保存します。 変更内容は、保存するまでは

一時的なものと見なされます。
{0} ok nvstore

変更内容に確信がない場合は、保存する前であれば、リスクを伴うことなくスクリプト
を編集できます。 nvramrc スクリプトの内容は、次を入力することで表示できます。
{0} ok printenv nvramrc

ファイルを再編集して修正を加えることができます。
{0} ok nvedit

または、次を入力することで、必要に応じて変更を破棄できます。
{0} ok nvquit

7

nvramrc スクリプトを使うように、OpenBoot PROM Monitor に指示します。
{0} ok setenv use-nvramrc? true

8

ノードを再ブートします。必要に応じて、ok プロンプトを使うことができるようにシステ
ムを停止します。
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9

scsi-initiator-id が変更されたことを確認します。 ok プロンプトに移動します。
show-disks コマンドの出力を使って、ホストアダプタのパスを見つけます。 次に、パ
スのプロパティを表示します。 次に例を示します。
{0} ok show-disks
...b) /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000/sd
{0} ok cd /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000
{0} ok .properties
scsi-initiator-id
00000005

ブートの続行をシステムに許可します。

10 2 番目のノードをブートします。 必要に応じて、ok プロンプトを使うためにシステム
を停止します。 scsi-initiator-id が 7 であることを確認します。 show-disks コマン
ドの出力を使って、ホストアダプタのパスを見つけます。 次に、そのパスのプロパティ
を表示します。 次に例を示します。
{0} ok show-disks
...b) /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000/sd
{0} ok cd /sbus@6,0/QLGC,isp@2,10000
{0} ok .properties
scsi-initiator-id
00000007

ブートの続行をシステムに許可します。

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。
共有ストレージを設定するには

1

必須の FC-AL コントローラをインストールします。

2

FC-AL コントローラと共有ストレージデバイスを同じハブまたはスイッチに接続しま
す。
すべてのシステムは、重要なアプリケーションを実行するために必要なすべての共
有デバイスを参照できる必要があります。 ファイバースイッチのゾーン化を実装する
場合は、ゾーン化によって共有デバイスを参照できないシステムがないことを確認し
ます。

3

デバイス再設定オプションを指定して各システムをブートします。
ok boot -r

4

すべてのシステムをブートした後に、format(1m) コマンドを使って、各システムが
すべての共有デバイスを参照できることを確認します。
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71

Volume Manager を使っている場合は、同じ数の外部ディスクデバイスが表示され
るはずですが、デバイス名（c#t#d#s#）が異なる場合があります。
Volume Manager を使っていない場合は、次の必要条件を満たしている必要があ
ります。
■

同じ数の外部ディスクデバイスが表示される必要があります。

■

全システムのすべてのデバイスについて、デバイス名が同一である必要がありま
す。

ルートユーザーの作成
OracleのSolaris 11 ではルートユーザーとして直接ログインできないため、ルートロール
をユーザーに変更する必要があります。
ルートロールをユーザーに変更するには

1

ローカルユーザーとしてログインし、ルートロールを想定します。
% su

2

- root

ロールを割り当てているローカルユーザーからルートロールを削除します。
# roles admin
root
# usermod -R " " admin

3

ルートロールをユーザーに変更します。
# rolemod -K type=normal root

4

変更を確認します。
■

# getent user_attr root
root::::auths=solaris.*;profiles=All;audit_flags=lo¥
:no;lock_after_retries=no;min_label=admin_low;clearance=admin_high
type のキーワードが出力に存在しないか、または標準と等しければ、アカウント

はロールではありません。
■

# userattr type root

出力が空になってるか、標準をリストする場合は、アカウントはロールではありま
せん。
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メモ: 詳しくは、Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムの Oracle のマニュア
ルを参照してください。

メモ: インストール後、ローカルユーザーにルートロールの想定を許可するために、ルート
ユーザーをルートロールに変更しなければならない場合があります。
p.432 の 「ルートユーザーのルートロールへの変更」 を参照してください。

/opt ディレクトリの作成
/opt ディレクトリがシステム内に存在し、書き込み可能であり、シンボリックリンクではない

ことを確認します。
アップグレードする場合は、/opt から、変換されないボリュームへのシンボリックリンクが
ないことが必要です。変換されないボリュームへのシンボリックリンクがある場合、そのシ
ンボリックリンクはアップグレード中に機能せず、/opt 内の項目はインストールされませ
ん。

環境変数の設定
インストールに使うほとんどのコマンドは、/sbin または /usr/sbin ディレクトリにありま
す。この 2 つのディレクトリを必要に応じて PATH 環境変数に追加します。
インストール後、SFCFSHA のコマンドは /opt/VRTS/bin に格納されます。SFCFSHA
のマニュアルページは /opt/VRTS/man に格納されます。
一部の VCS カスタムスクリプトは /opt/VRTSvcs/bin に存在します。高可用性製品を
インストールする場合は、PATH 環境件数に /opt/VRTSvcs/bin も追加します。
次のディレクトリを PATH と MANPATH 環境変数に追加します。
■

Bourne または Korn シェル（sh または ksh）を使う場合は、次を入力します。
$ PATH=$PATH:/usr/sbin:/opt/VRTS/bin
$ MANPATH=/usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH
$ export PATH MANPATH

■

C シェル（csh または tcsh）を使う場合は、次を入力します。
% set path = ( $path /usr/sbin /opt/VRTS/bin )
% setenv MANPATH /usr/share/man:/opt/VRTS/man:$MANPATH
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ゾーン環境の準備
Oracle Solaris 10 オペレーティングシステムのゾーン環境で VCS をインストールまたは
アップグレードするときは、次の項目に留意する必要があります。
■

installer プログラムを使って SFCFSHA をインストールまたはアップグレードする

ときに、すべてのゾーンは、切断またはマウント解除されているものを除いてアップグ
レードされます（グローバルと非グローバルの両方）。
■

グローバルゾーンで SFCFSHA 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がブートされ、実行中の状態であることを確認し
ます。 非グローバルゾーンがマウントされていなくて、アップグレードのときに動作し
ていない場合、-U オプションを使ってゾーンを接続し、非グローバルゾーン内の
SFCFSHA パッケージをインストールまたはアップグレードします。

■

非グローバルゾーンで実行されている Solaris 10 システムに SFCFSHA をインストー
ルする場合は、非グローバルゾーンが /opt ディレクトリを継承していないことを確認
する必要があります。次のコマンドを実行して /opt ディレクトリが inherit-pkg-dir 節
にないことを確認します。
# zonecfg -z zone_name info
zonepath: /export/home/zone1
autoboot: false
pool: yourpool
inherit-pkg-dir:
dir: /lib
inherit-pkg-dir:
dir: /platform
inherit-pkg-dir:
dir: /sbin
inherit-pkg-dir:
dir: /usr

出力に /opt ディレクトリが表示された場合は、ゾーンの設定から /opt ディレクトリを削
除し、ゾーンを再インストールします。
グローバルゾーンのパッケージをインストールした後、Oracle Solaris 11 の非グローバ
ルゾーンで必要なパッケージをインストールする必要があります。Oracle Solaris 11.1 で
は、非グローバルゾーンに SFCFSHA より古いバージョンがすでにインストールされてい
る場合、グローバルゾーンの SFCFSHA パッケージのアップグレード中に、非グローバ
ルゾーン内のパッケージはゾーンが動作しているときに自動的にアップグレードされます。
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製品ディスクのマウント
SFCFSHA ソフトウェアをロードするためのスーパーユーザー（root）権限を持っている必
要があります。
製品ディスクをマウントするには

1

SFCFSHA をインストールするノードで、スーパーユーザーとしてシステムにログイ
ンします。
SFCFSHA をインストールするシステムは、クラスタの一部で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

製品ディスクを、システムに接続されている DVD ドライブに挿入します。

3

システムで Solaris ボリューム管理ソフトウェアが動作している場合は、ソフトウェア
ディスクは自動的に /cdrom/cdrom0 としてマウントされます。

4

Solaris のボリューム管理ソフトウェアを使って DVD をマウントできない場合は、手
動でマウントする必要があります。ソフトウェアディスクを挿入した後に、次のように入
力します。
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom
c0t6d0s2 は、ディスクドライブのデフォルトのアドレスです。

システムがインストールできる状態かどうかの評価
システムが Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2
のインストールの必要条件を満たしていることを確認するために、シマンテック社はシステ
ムを評価する次のツールを提供します。
Symantec Operations Readiness Tools

SORT（Symantec Operations Readiness
Tools）は、シマンテック社のエンタープライズ製
品をサポートするために設計された、Web ベー
スのアプリケーションです。
p.26 の 「Symantec Operations Readiness
Tools について」 を参照してください。

インストーラを使ったシステムのプレチェック

指定したシステムでインストール前のチェックを
実行します。 製品のインストーラによって、指定
したシステムが Symantec Storage Foundation
Cluster File System High Availability 6.2 をイ
ンストールするための最小必要条件を満たして
いるかどうかが報告されます。
p.75 の 「インストーラを使ったシステムのプレ
チェック」 を参照してください。
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インストーラを使ったシステムのプレチェック
スクリプトベースおよび Web ベースのインストーラのプレチェックオプションによって、次
のことが検査されます。
■

インストール用の推奨スワップ領域

■

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

■

オペレーティングシステムの必須バージョン

プレチェックオプションを使うには

1

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを起動します。
p.174 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA のインストール」 を参照し
てください。

2

プレチェックオプションを選択します。
■

Web ベースのインストーラの場合は、［Task（タスク）］プルダウンメニューで［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。

■

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

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

3

チェックするシステムのシステム名または IP アドレスを入力します。

4

出力を確認して、インストーラから推奨される変更を加えます。

IPS の発行元をアクセス可能にする
IPS（Image Packaging System）の発行元にアクセスできない場合、Solaris 11 への
SFCFSHA 6.2 のインストールは失敗します。次のエラーメッセージが表示されます。
CPI ERROR V-9-20-1273 <node_name> で設定されている発行者に連絡できません
（CPI ERROR V-9-20-1273 Unable to contact configured publishers on
<node_name>）
Solaris 11 では新しい IPS（Image Packaging System）が導入され、Solaris のインス
トール時にデフォルトの発行元（solaris）が設定されます。追加のパッケージがインストー
ルされるときに、インストールが正常に行われるには、設定済みの発行元がアクセス可能
である必要があります。発行元がアクセス不能だと、プライベートネットワークの場合と同
様に、パッケージのインストールに失敗します。設定済みの発行元を表示するために次
のコマンドを使うことができます。

75

第 5 章 SFCFSHA をインストールする準備
IPS の発行元をアクセス可能にする

76

# pkg publisher

例:

root@sol11-03:~# pkg publisher
PUBLISHER
TYPE
STATUS
URI
solaris
origin
online
http://pkg.oracle.com/solaris/release/
root@sol11-03:~# pkg publisher solaris
Publisher: solaris
Alias:
Origin URI: http://pkg.oracle.com/solaris/release/
SSL Key: None
SSL Cert: None
Client UUID: 00000000-3f24-fe2e-0000-000068120608
Catalog Updated: October 09:53:00 PM
Enabled: Yes
Signature Policy: verify

IPS の発行元をアクセス可能にするには

1

次のように入力し、発行元（ここでは solaris）を無効にします。
# pkg set-publisher --disable solaris

2

SFCFSHA 6.2 のインストールを繰り返します。

3

元の発行元を再度有効にします。発行元がまだアクセス不能（プライベートネットワー
ク）な場合、no-refresh オプションを使って再度有効にできます。
# pkg set-publisher --enable solaris

または
# pkg set-publisher --enable --no-refresh solaris

メモ: 発行元の設定を解除すると、発行元がアクセス可能な場合のみリセットできることを
除いて、同様の効果があります。pkg ユーティリティについて詳しくは、pkg（1）を参照し
てください。

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 SFCFSHA のインストール

■

第7章 データ整合性のための SFCFSHA クラスタ設定の準備

■

第8章 SFCFSHA の設定

■

第9章 データ整合性のための SFCFSHA クラスタの設定

6
SFCFSHA 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。
■

スクリプトベースのインストーラについて

■

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

■

言語パッケージのインストール

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.80 の 「製品インストーラを使った Storage Foundation Cluster File System High
Availability のインストール」 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（installsfcfsha）。 製品固有のインストールスク
リプトでは、コマンドラインインターフェースオプションが提供されます。installsfcfsha
スクリプトを使ったインストールと設定は、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 SFCFSHA 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。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。
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表 6-1 は、SFHA Solutions のすべての製品インストールスクリプトを示しています。シス
テム上にある製品固有のインストールスクリプトの一覧は、システムにインストールする製
品に応じて異なります。
表 6-1

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

installsfrac<バージョン>

Symantec Storage
Foundation for Sybase
ASE CE（SF Sybase
CE）

installsfsybasece

installsfsybasece<バージョ
ン>

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。
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# /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。
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.534 の 「インストールスクリプトオプション」 を参照してください。

製品インストーラを使った Storage Foundation Cluster
File System High Availability のインストール
Storage Foundation Cluster File System High Availability のライセンスキーを入力し
てインストールするには、製品インストーラを使うことをお勧めします。
次の手順例は、2 つのノード「sys1」と「sys2」で構成される Symantec Storage
Foundation Cluster File System High Availability クラスタのインストールを想定してい
ます。スタンドアロンシステムのみにインストールする場合、一部の手順は不要のため、該
当する箇所にそのことが明示されます。
デフォルト値はカッコで囲まれています。Return キーを押し、デフォルト値を受け入れる
ことができます。
メモ: ダウンロード Web サイトから Symantec 製品を入手した場合、個別の製品のダウ
ンロードファイルには installer インストールスクリプトが含まれていないため、その製
品のインストールスクリプトを使って製品をインストールする必要があります。たとえば、
Symantec Cluster File System High Availability をダウンロードした場合、installer
スクリプトの代わりに installsfcfsha スクリプトを使います。
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Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストール
するには

1

複数のシステムにインストールするには、システム間にパスワードなしの通信を設定
します。
p.571 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設
定について」 を参照してください。

2

ソフトウェアディスクをロードおよびマウントします。

3

ディスクの最上位ディレクトリに移動します。
# cd /dvd_mount

4

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

5

インストールすることを表す「I」を入力して Return キーを押します。

6

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

7

プロンプトで、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
を指定します。
メディアに収められている
storage_foundation_cluster_file_system_ha/EULA/lang/EULA_SFHA_Ux_version.pdf
ファイルで指定されているエンドユーザー使用許諾契約の条件に同意しますか?（Do you
agree with the terms of the End User License Agreement as
specified in the
virtualstore/EULA/en/EULA_productname_Ux_version.pdf file present
on media?）[y,n,q,?] y

8

次のいずれかのインストールオプションを選択します。
■

最小（Minimal）パッケージ: 選択した製品の基本的な機能のみをインストールし
ます。

■

推奨（Recommended）パッケージ: オプションの パッケージ のないフル機能
セットをインストールします。

■

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

各オプションはインストールに必要なディスク容量を表示します。どのオプションをイ
ンストールするかを選択し、Return キーを押します。
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9

ソフトウェアをインストールするシステム名（次の例では「sys1」と「sys2」）を入力する
ように求めるメッセージが表示されます。システム名（1 つまたは複数）を入力し、
Return キーを押します。
Enter the system names separated by spaces:[q?] (sys1 sys2)

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

11 システムチェックが完了した後、インストーラはインストールされるパッケージの一覧
を表示します。 Enter キーを押してインストールを続行します。
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12 ライセンス交付の方法を選択するように求めるメッセージが表示されます。
To comply with the terms of Symantec's End User License Agreement,
you have 60 days to either:
* Enter a valid license key matching the functionality in use on
the systems
* Enable keyless licensing and manage the systems with a
Management Server.
For more details visit http://go.symantec.com/sfhakeyless. The
product is fully functional during these 60 days.
1)
2)

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

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

有効なライセンスキーがある場合は 1 を選択し、プロンプトでライセンスキーを入力
します。 手順 17 へ進みます。
キーレスライセンスを使ってインストールするには、2 を選択します。インストールして
ライセンスを交付する製品モードとオプションの入力を求めるメッセージが表示され
ます。
メモ: キーレスライセンスオプションを使うと、キーを入力しなくてもインストールできま
す。ただし、Symantec 製品をインストールしてから 60 日後以降も使用するには、
有効なライセンスが必要です。
キーレスライセンスを使う場合は、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 URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom

13 レプリケーションを有効にするには yes を選択します。
14 グローバルクラスタオプションを有効にするには y を選択します。
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15 インストーラがソリッドステートドライブ（SSD）デバイスの存在を検出した場合、次の
メッセージが表示されます。
The following number_of SSD devices have been detected on system_name:
ssd1 ssd2 ssd3 ssd4 ssd5 ssd6 ssd7 ssd8 ssd9 ssd10 ...
It is strongly recommended that you use the SmartIO feature
to accelerate I/O performance. See the Storage Foundation and
High Availability Solutions documentation for more information
on using the SmartIO feature.

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メッセージが表示され
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

17 製品のインストールが完了します。
出力と概略ファイルを見直します。 要求に応じてノードを再ブートします。 SFCFSHA
を設定するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<version> -configure
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.78 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。

言語パッケージのインストール
SFCFSHA を英語以外の言語でインストールする場合は、英語パッケージをインストー
ルしてから、必要な言語パッケージをインストールします。
サーバーに言語パッケージをインストールするには

1

Language CD を DVD-ROM または CD-ROM ドライブに挿入します。Solaris ボ
リューム管理ソフトウェアを使っている場合、ディスクは /cdrom/cdrom0 に自動的
にマウントされます。

2

install_lp コマンドを使って言語パッケージをインストールします。
# cd /cdrom/cdrom0
# ./install_lp

7
データ整合性のための
SFCFSHA 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 SFCFSHA を設定した後に、データ整合性のためにクラスタの I/O
フェンシングを設定する必要があります。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 SFCFSHA 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.88 の 図 7-2 を参照してください。
図 7-1 は SFCFSHA 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
の設定(scsi3 モード)

3 つの
ディスク

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?

1 台以上の
CP サーバー

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)

準備タスク

準備タスク

vxdiskadm または vxdisksetup
ユーティリティ

既存の CP サーバーの特定

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

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

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

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

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
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 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 SFCFSHA 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

SFCFS が非 SCSI3
互換仮想環境にあ
るか?
サーバーベースのフェンシグ
(カスタマイズしたモード)を
CP サーバーで設定する

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)

準備タスク
既存の CP サーバーの特定
CP サーバーと SFCFS クラスタ
間の TCP/IP 接続の確立

設定タスク
Installsfcfsha -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

(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

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
Installsfcfsha -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

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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installsfcfsha を使う

p.141 の 「installsfcfsha を使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を参照してく
ださい。
p.150 の 「installsfcfshaを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を参照して
ください。
p.163 の 「installsfcfsha 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.164 の 「installsfcfsha 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.182 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA 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.216 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.223 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.225 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.227 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.214 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.258 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.264 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.279 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.285 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。

サーバーベースの I/O フェンシングを使った標準 SFCFSHA クラスタの
設定
図 7-3 は、SFCFSHA 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。 SFCFSHA 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、SFCFSHA クラスタ、コーディネータディスク

図 7-3

CP サーバー

TCP/IP
コーディネータ
ディスク

コーディネータ
ディスク

ファイバーチャネル
クライアント
クラスタ

LLT リンク
ノード1

ノード2

アプリケーション
ストレージ

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

複数のアプリケ−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.91 の 図 7-4 を参照してください。

■

複数のアプリケーションクラスタが、単一の CP サーバーと、コーディネータディスク
（2）の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.92 の 図 7-5 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.92 の 図 7-6 を参照してください。
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警告: 単一 CP サーバーフェンシング設定では、SFHA クラスタ内の CP サーバーの
フェールオーバー中はアービトレーション機能は使用できません。そのため、CP サー
バーのフェールオーバー中にいずれかのアプリケーションクラスタでネットワーク分割
が発生した場合、アプリケーションクラスタはダウンします。
3 つのコーディネーションポイントを使う CP サーバー設定が推奨されていますが、3 つ
を超えるコーディネーションポイントを I/O フェンシングで使うことができます。使用する
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 7-4 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 7-4

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

TCP/IP

パブリックネットワーク

TCP/IP

アプリケーションクラスタ
（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 7-5 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 7-5

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

TCP/IP

ファイバーチャネル
コーディネータディスク

コーディネータディスク

アプリケーションクラスタ
（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）

ファイバー
チャネル
パブリック
ネットワーク
TCP/IP

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 7-6

SFHA クラスタ上でホストされる
CP サーバー

パブリック
ネットワーク

TCP/IP
TCP/IP

アプリケーションクラスタ
(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.625 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.93 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.95 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.95 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.96 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.97 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 「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.109 の 「CP サーバーの手動設定」 を参照して
ください。
p.219 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.115 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。

■

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

CP サーバークラスタに 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（SFCFSHA クラスタ）間の通信を保護する場合は、CP
サーバークラスタをセキュアモードの 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.35 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 パッケージ のセットの下に入ります。
VCS のインストールと設定の手順については、『Symantec Cluster Server インストールガイド』を
参照してください。
CP サーバーの設定に進みます。
p.97 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.109 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 パッケージ 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。
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この手順では、CP サーバークラスタでの HAD 通信を保護します。
メモ: VCS の設定時にセキュアモードで CP サーバークラスタを設定している場合は、こ
のセクションをスキップしてください。
CP サーバークラスタをセキュアモードで設定するには
◆

インストーラを次のように実行すると、CP サーバークラスタがセキュアモードで設定
されます。
CP サーバーに VCS をインストールしている場合は、次のコマンドを実行します。
# /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.78 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.98 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.103 の 「SFHA クラスタに CP サーバーを設定するには」 を参照して
ください。
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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 パッケージ 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.78 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)
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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:
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 2:

e1000g0
e1000g1

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 e1000g0
on system sys1? [y,n,q] y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for NIC e1000g0
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 パッケージ 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.78 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: e1000g0
Enter a valid network interface on sys1 for NIC resource - 2: e1000g1

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 e1000g0
on system sys1? [y,n,q] y
Enter a valid IP address to configure NetworkHosts for NIC e1000g0
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。

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
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。
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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.110 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.111 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.112 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.115 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.563 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。

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。
■

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。
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■

5

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.563 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。

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。
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■

/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.112 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
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
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■

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

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
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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.115 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|

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

1

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

/etc/vxcps.conf（CP サーバーの設定ファイル）
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2

■

/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。

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 SFCFSHA 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.171 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

Storage Foundation Cluster File System/HA

［次へ］をクリックします。

3

［クラスタの選択（Select Cluster）］ページで、SFCFSHA 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。

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。

116

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

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。
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SFCFSHA の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

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

■

SFCFSHA 設定の完了

■

システム上のライセンスの確認と更新

■

SFDB の設定
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スクリプトベースインストーラを使って SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA 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.120 の 「ソフトウェアの設定の開始」 を参照して
ください。

SFCFSHA を設定するシステムの指定

p.120 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.121 の 「クラスタ名の設定」 を参照してくださ
い。
p.122 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.125 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.127 の 「セキュアモードでの Symantec
Storage Foundation Cluster File System High
Availability 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.133 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.134 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.135 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.137 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照し
てください。

メモ: SFCFSHA 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.138 の 「SFCFSHA 設定の完了」 を参照して
ください。
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ソフトウェアの設定の開始
SFCFSHA は、 製品インストーラまたは installsfcfsha コマンドを使って設定できます。
メモ: SFCFSHA 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 SFCFSHA を設定するには

1

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

2

インストーラを起動します。
# ./installer

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

3

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

4

表示されるリストから、設定する製品に対応する番号を選択します。
Storage Foundation Cluster File System High Availability

installsfcfsha プログラムを使って SFCFSHA を設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

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

p.78 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、SFCFSHA 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

SFCFSHA 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

■

インストーラがグローバルゾーンから開始することを確認する

■

SFCFSHA がインストールされているか確認する

■

SFCFSHA 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.85 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
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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。
p.64 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 または UDP（User Datagram Protocol）上での LLT
を使うことができます。ハードウェア必要条件のために 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 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.639 の 「LLT での UDP 層の使用」 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 を設定するか、UDP 上での LLT を設定するかに応じて、
インストーラプロンプトで次のいずれかのオプションを選択します。
■

オプション 1: イーサネット上での LLT 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: 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。
手順 5 へ進みます。
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メモ: オプション 3 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。
インストーラからの質問に答えます。次の例では、アーキテクチャごとに異なる NIC
を入力しています。
■

Solaris SPARC の場合:
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 bge0）は入力しないでください。
Enter the NIC for
[b,q,?] bge0
Would you like to
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for
[b,q,?] bge1
Would you like to
[y,n,q,b,?](n)

the first private heartbeat link on sys1:
configure a second private heartbeat link?
the second private heartbeat link on sys1:
configure a third private heartbeat link?

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)

4

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

入力した NIC の詳細を 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。
UDP 上での LLT の場合は、他のシステムで同じ NIC を使いたい場合でも、他のシ
ステムの NIC ごとに一意の IP アドレスを入力する必要があります。
一部のシステムで NIC のデバイス名が異なっていたら、n を入力します。プログラム
のプロンプトに従って、各システムに NIC の詳細を入力します。
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5
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オプション 3 を選択した場合は、各システムの NIC とネットワークリンクの検出とリン
ク優先度の設定が自動的に行われます。
ハートビートリンクの検出に失敗するか、高優先度リンクの検出に失敗した場合は、
オプション 1 またはオプション 2 を選択し、ハートビートリンクを手動で設定してくだ
さい。
オプション 1 の場合は手順 2、オプション 2 の場合は手順 3、オプション 3 の場合
は手順 5 を参照してください。

6

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

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

7

インストーラが表示する要約された情報を確認します。

クラスタの仮想 IP の設定
Cluster Manager（Java コンソール）または VOM（Veritas Operations Manager）への
接続や、RemoteGroup リソースでの指定に使うクラスタの仮想 IP を設定できます。
Cluster Manager について詳しくは、『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: bge0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on sys1:
[b,q,?](bge0)

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 bge0 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: bge0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)
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IPv6 の場合:

■

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

■

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

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: bge0
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.128 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 Storage Foundation
Cluster File System High Availability の設定
SFCFSHA 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。SFCFSHA 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。
SFCFSHA をセキュアモードで設定するには

1

SFCFSHA 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。
# installsfcfsha<version> -security

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.78 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。
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■
■

■

3

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]

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。

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。
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.129 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.129 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.130 の 「セキュアクラスタ設定の完了」 を参照してください。
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最初のノードの設定
クラスタの 1 つのノードで、次の手順を実行します。
最初のノードでセキュリティを設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

p.78 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。

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。

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。
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クラスタの残りの各ノードでセキュリティを設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

p.78 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.135 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 SFCFSHA を設定します。
p.137 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
グローバルクラスタを設定して、別の場所にあるクラスタをリンクし、広域フェールオーバー
とディザスタリカバリを有効にすることができます。インストーラによりグローバルクラスタの
基本情報が VCS 設定ファイルに追加されます。グローバルクラスタを設定するには、追
加の設定タスクを実行する必要があります。
SFCFSHA グローバルクラスタを設定する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。
SFCFSHA の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 Storage
Foundation Cluster File System High Availability インストールガイド』を参照してくださ
い。
メモ: 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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SFCFSHA 設定の完了
SFCFSHA の設定情報を入力した後、設定プロセスを完了するために SFCFSHA プロ
セスを停止するように求めるメッセージが表示されます。インストーラは設定ファイルの作
成を続け、各システムにコピーします。また、設定の終了時にクラスタのクラスタ UUID 値
も設定します。 正常に SFCFSHA を設定した後、インストーラは SFCFSHA とその関連
プロセスを再起動します。
SFCFSHA 設定を完了するには

1

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

2

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

3

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

4

インストーラが SFCFSHA 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.202 の 「応答ファイルを使った SFCFSHA の設定」 を参照してくださ
い。

システム上のライセンスの確認と更新
SFCFSHA 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.139 の 「ライセンス情報の確認方法」 を参照してください。
p.139 の 「製品ライセンスの更新」 を参照してください。
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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。

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 SFCFSHA

ライセンスキーを追加できます。すでに SFCFSHA 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.139 の 「SFCFSHA 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

SFCFSHA デモライセンスから永続ライセンスへの更新
SFCFSHA 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。
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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 SFCFSHA 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

4

SFCFSHA 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 SFCFSHA を起動します。
# hastart

SFDB の設定
デフォルトでは、vxdbd デーモンが設定されていない SFDB ツールは無効になっていま
す。/opt/VRTS/bin/sfae_config status コマンドを使用して、SFDB ツールが有効
になっているか無効になっているかを確認できます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。この手順を実行し
た後、システムの再起動時にデーモンが開始されるように、システムスタートアップに
エントリが作成されています。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config enable

SFDB ツールを無効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行します。
#/opt/VRTS/bin/sfae_config disable

詳しくは、『Symantec Storage Foundation: Oracle データベース用ストレージと可用性
管理』のマニュアルを参照してください。
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9
データ整合性のための
SFCFSHA 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。
■

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

■

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

■

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

■

installsfcfsha 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

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

installsfcfsha を使ったディスクベースの I/O フェンシングの設定
メモ: I/O フェンシングの設定を完了させるには、インストーラで SFCFSHA を停止して起
動します。インストーラが正常に SFCFSHA 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。
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installsfcfsha を使ってディスクベースの I/O フェンシングを設定するには

1

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

p.78 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。
installsfcfsha は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所に
注目してください。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SFCFSHA 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

4

5

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

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

■

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

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

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

■

新しいディスクグループを作成するには、次の手順を実行します。
■

［新しいディスクグループを作成します（Create a new disk group）］ オプショ
ンに対応する番号を入力します。
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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。

6

■

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.145 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

7

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

8

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。

9

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 SFCFSHA 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)
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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.277 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。

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。
# vxdisk list

2

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

対話形式の vxdiskadm ユーティリティを使って、ディスクを VxVM ディスクとし
て初期化します。
詳しくは『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 c2t13d0

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。
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I/O フェンシング用の共有ディスクの確認
SFCFSHA の設定を準備するときに設定した共有ストレージが I/O フェンシングの必要
条件を満たしていることを確認してください。vxfentsthdw ユーティリティを使用して共有
ディスクをテストできます。2 つのノードには ssh 通信（デフォルト）または rsh 通信が確
立されている必要があります。ディスク（LUN）が SCSI-3 Persistent Reservation をサ
ポートするどうかを確認するには、2 つのノードが同じディスクに同時アクセスできる必要
があります。共有ディスクの名前は各ノードで異なる可能性があるため、シリアル番号を
チェックしてディスクの ID を確認します。-i オプションを指定して vxfenadm コマンドを
使います。このコマンドオプションは、LUN の同じシリアル番号が LUN へのすべてのパ
スで返されることを確認します。
コーディネータディスクとして動作しているディスクを必ずテストしてください。
vxfentsthdw ユーティリティには、多数のディスクをテストするのに適した追加オプション
があります。ディスクグループをテストするオプション（-g）、ファイルに記述されたディスク
をテストするオプション（-f）などを確認してください。また、-r オプションを使うと、データ
を破棄せずにディスクをテストできます。
『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』
を参照してください。
そのディスクが SCSI-3 をサポートしているかを調べるには、次のタスクを行います。
■

ASL（Array Support Library）を確認する
p.145 の 「ASL（Array Support Library）の確認」 を参照してください。

■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
p.146 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する」 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.147 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。

ASL（Array Support Library）の確認
追加しようとしているアレイの ASL（Array Support Library）がインストールされていること
を確認します。
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ASL（Array Support Library）を確認するには

1

追加しようとしているアレイの ASL（Array Support Library）がインストールされてい
ない場合は、入手して各ノードにインストールしてから次の手順に進みます。
追加するサポート対象のストレージデバイスの ASL は、ディスクアレイベンダーまた
はシマンテック社のテクニカルサポートから入手できます。

2

ディスクアレイの ASL を各ノードにインストールします。各ノードで次のコマンドを実
行し、その出力を検証して、ASL がインストールされたことを確認します。
次に出力例を示します。
# vxddladm listsupport all

LIBNAME
VID
PID
===========================================================
libvx3par.so
3PARdata
VV
libvxCLARiiON.so
DGC
All
libvxFJTSYe6k.so
FUJITSU
E6000
libvxFJTSYe8k.so
FUJITSU
All
libvxap.so
Oracle
All
libvxatf.so
VERITAS
ATFNODES
libvxcompellent.so COMPELNT
Compellent Vol
libvxcopan.so
COPANSYS
8814, 8818

3

すべてのディスクドライブとその属性をスキャンし、VxVM デバイスリストを更新し、
DMP を新しいデバイスで再設定します。次のように入力します。
# vxdisk scandisks

ディスクの追加と設定の方法について、詳しくは Veritas Volume Manager のマニュ
アルを参照してください。

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
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、SFCFSHA がインストールされている 2 つのノードと
接続されていることを確認します。

2

テスト中に、どちらのノードも同じディスクに接続されることを確認します。ディスクの
シリアル番号を確認するには、vxfenadm コマンドを使います。
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# 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/rdsk/c1t1d0s2 のパスで、ノード B は /dev/rdsk/c2t1d0s2 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/rdsk/c1t1d0s2
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/rdsk/c2t1d0s2 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。
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/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。
ディスクの準備が整っていることを示すメッセージが表示されない場合、テストは失敗で
す。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性があります。失敗
は不良ディスクが原因の場合もあります。
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/rdsk/c1t1d0s2 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 Storage
Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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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.571 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。

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/rdsk/c1t1d0s2 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。

installsfcfsha 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。
installsfcfsha 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<version> -fencing

ここで、<version> は特定のリリースバージョンです。
p.78 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。
installsfcfsha は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
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、SFCFSHA 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).

installsfcfshaを使ったサーバーベース I/O フェンシング
の設定
installsfcfsha を使って SFCFSHA 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.85 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.90 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.151 の 「SFCFSHA 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.155 の 「SFCFSHA 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。
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SFCFSHA クラスタでサーバーベースのフェンシングを設定するには（1 つの CP サーバー
と 2 つのコーディネータディスク）

1

2

サーバーベースの設定モデルに応じて、次のことを確認します。
■

CP サーバーが設定されていて、SFCFSHA クラスタからアクセスできる。
SFCFSHA 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.93 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

■

コーディネーションディスクが SCSI3-PR 対応であることが確認されている。
p.145 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

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

<version> は特定のリリースバージョンです。installsfcfsha は著作権情報を表示し
て起動し、クラスタ情報を検証します。
p.78 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、SFCFSHA 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。
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Enter the total number of disks among these:
[b] (0) 2

7

プロンプトで、次の CP サーバー詳細を指定します。
■

CP サーバーごとに、仮想 IP アドレスの合計数か、完全修飾ホスト名の合計数
を入力します。
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 SFCFSHA（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) c1t1d0s2
2) c2t1d0s2
3) c3t1d0s2
Please enter a valid disk which is available from all the
cluster nodes for co-ordination point [1-3,q] 1
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■

手順 1 でディスクが SCSI-3 PR 対応かどうかをまだ確認していない場合は、す
ぐに確認します。
別のウィンドウでディスクを検証してからこの設定手順に戻ることを推奨するメッ
セージが表示されます。
続行する場合は Enter キーを押して、プロンプトでディスクの選択を確認します。

■

コーディネータディスクのディスクグループ名を入力するか、またはデフォルトを
受け入れます。
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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. c1t1d0s2
2. c2t1d0s2
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、SFCFSHA（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.560 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 SFCFSHA（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

SFCFSHA 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、SFCFSHA クラスタからアクセス可能であることを
確認します。 SFCFSHA 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.93 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<version>

-fencing

<version> は特定のリリースバージョンです。installsfcfsha は著作権情報を表示し
て起動し、クラスタ情報を検証します。
p.78 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、SFCFSHA 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
SFCFSHA（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.560 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 SFCFSHA（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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installsfcfsha 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。
installsfcfsha 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<version> -fencing
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.78 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。
installsfcfsha は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
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、SFCFSHA 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).

installsfcfsha 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。

installsfcfsha 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<version> -fencing
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.78 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。
installsfcfsha は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。
設定プロセスに関する問題が発生した場合にアクセスできるログファイルの場所をメ
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、SFCFSHA 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。
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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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installsfcfsha 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 installsfcfsha を使って I/O フェンシングを設定するには

1

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

p.78 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。
installsfcfsha は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、SFCFSHA 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 SFCFSHA 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

SFCFSHA 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 SFCFSHA クラスタ の各ノードを登録します。

■

CP サーバーに CP サーバーユーザーを追加します。

■

CP サーバーユーザーに SFCFSHA クラスタ を追加します。

SFCFSHA クラスタ の各ノードで次の設定ファイルを更新します。
■

/etc/vxfenmode ファイル

■

/etc/default/vxfen ファイル

■

/etc/vxenviron 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA 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、SFCFSHA クラスタ に CP エージェントを
設定することを確認します。

11 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを確認します。
12 I/O フェンシングが正常に設定された後、インストーラによって作成されるサマリー、
ログ、および応答ファイルの場所を書き留めます。
これらのファイルが提供する有用な情報は、現在の設定のみでなく今後の設定にも
役立ちます。

installsfcfsha を使ったマジョリティベース I/O フェンシン
グの設定
installsfcfsha 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 installsfcfsha を起動します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfshaversion -fencing

version は特定のリリースバージョンです。installsfcfsha は著作権情報を表示して
起動し、クラスタ情報を検証します。
p.78 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、SFCFSHA
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.31 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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■

第11章 SFCFSHA の設定

10
SFCFSHA のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースのインストーラについて

■

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 SFCFSHA のインストール

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。
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Veritas XPortal Server の設定ファイルの場所は
/var/opt/webinstaller/xprtlwid.conf です。
p.171 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。
p.171 の 「Web ベースのインストーラの起動」 を参照してください。

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 Symantec Storage
テム。
Foundation Cluster File
System High Availability
6.2 のサポート対象のプ
ラットフォームである必要が
あります。

インストールサーバー

インストールを開始するサーバー。 イン 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。

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。
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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。

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。
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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.171 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 Storage Foundation Cluster
File System High Availability］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

4

プレチェックを実行するシステムを指定します。 1 つ以上のシステム名をスペースで
区切って入力します。 ［次へ（Next）］をクリックします。

5

インストーラによってプレチェックが実行され、結果が表示されます。

6

検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。インストーラによってイン
ストールの開始を求めるメッセージが表示されます。［はい（Yes）］をクリックして、選
択したシステムにインストールします。後でインストールするときは［いいえ（No）］をク
リックします。

7

［完了（Finish）］をクリックします。 別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。
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Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA をインストールするには

1

準備の手順を実行します。
p.173 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.171 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 Storage Foundation Cluster
File System HA］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

［使用許諾契約（License agreement）］ページで、エンドユーザー使用許諾契約
（EULA）を読みます。続行するには、［はい、同意します（Yes, I agree）］を選択し、
［次へ（Next）］をクリックします。

6

最小、推奨、すべてのパッケージのいずれかを選択します。 ［次へ（Next）］をクリッ
クします。

7

インストール先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
SFCFSHA をインストールします。

10 インストールが完了した後に、ライセンス交付の方法を選択する必要があります。
［ライセンス（license ）］ページで、次の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。

■

■

Symantec Volume Replicator を有効にするかどうかを選択します。

■

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

12 メッセージが表示された場合は、インストール情報をシマンテック社に送信するかど
うかを指定する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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SFCFSHA の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定

Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定
Web ベースのインストーラを使って SFCFSHA の設定を始める前に、設定の必要条件
を確認してください。
デフォルトで、システム間の通信には SSH が選択されます。 SSH がシステム間の通信
に使われた場合、SSH コマンドはパスワードや確認を求めるプロンプトを表示せずに実
行します。
設定処理中はいつでも、［終了（Quit）］をクリックして Web インストーラを終了できます。
クラスタで SFCFSHA 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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［次へ］をクリックします。
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3

［システムの選択（Select Systems）］ページで、SFCFSHA 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.182 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定によるデータ整合
性の実現」 を参照してください。
installsfcfsha<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.78 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 またはイーサ
ネット上での LLT を設定することを選択できます。

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.64 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.64 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。

［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。

［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 SFCFSHA クラスタを設定するには、［セキュアク
ラスタを設定します（Configure secure cluster）］チェックボッ
クスをオンにします。
このタスクを後で実行する場合は、［セキュアクラスタを設定し
ます（Configure secure cluster）］チェックボックスのチェック
マークをはずします。installsfcfsha<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。

■

VCS Users

■

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。

■

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。

■

■
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SMTP

■

■

■

■

■

■

■

SNMP

■

■

■

■

■

■

■

［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。
［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。
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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

SFCFSHA グローバルクラスタを設定する手順について詳し
くは、『Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability インストールガイド』を参照してください。
■

■

■
■

［GCO を設定（Configure GCO）］にチェックマークを付け
ます。
各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステ
ムで NIC を個別に設定します（Configure NICs for every
system）］にチェックマークを付けます。
NIC を選択します。
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。
■

■

■

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]

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

12 ［次へ（Next）］をクリックして、SFCFSHA 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 SFCFSHA の設定によるデータ整
合性の実現
SFCFSHA 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.176 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定」 を参照してください。
p.85 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.183 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。
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■

p.185 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.187 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.188 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.190 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.191 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.193 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
SFCFSHA 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.176 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定」 を参照してください。
p.85 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 SFCFSHA 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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［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。
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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。
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。

184

第 11 章 SFCFSHA の設定
Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定

■

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。

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
SFCFSHA 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.176 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定」 を参照してください。
p.85 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 SFCFSHA 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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［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。
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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。

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。
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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。
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。

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
SFCFSHA 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.176 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定」 を参照してください。
p.85 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 SFCFSHA 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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［次へ］をクリックします。

187

第 11 章 SFCFSHA の設定
Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定

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（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
SFCFSHA 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.176 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定」 を参照してください。
p.85 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 SFCFSHA 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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［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。

189

第 11 章 SFCFSHA の設定
Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定

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
SFCFSHA 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.176 の 「Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定」 を参照してください。
p.85 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 SFCFSHA 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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［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。
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

193

第 11 章 SFCFSHA の設定
Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA の設定

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.171 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 Storage Foundation Cluster File System/HA

［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。

195

5
応答ファイルを使った自動イ
ンストール

■

第12章 SFCFSHA の自動インストールの実行

■

第13章 SFCFSHA 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
SFCFSHA 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 SFCFSHA のインストール

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストー
ルするための応答ファイル変数

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストー
ルするための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った SFCFSHA のインストール
一般に、あるクラスタで SFCFSHA のインストールを実行した後にインストーラによって生
成された応答ファイルは、他のクラスタで SFCFSHA をインストールするために使えます。
インストーラの -makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもで
きます。
# ./installer -makeresponsefile

p.78 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 SFCFSHA をインストールするには

1

SFCFSHA をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確
認します。

2

インストール前のタスクが完了していることを確認します。

3

SFCFSHA をインストールするクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピー
します。

第 12 章 SFCFSHA の自動インストールの実行
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストールするための応答ファイル変数

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからインストールを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installsfcfsha -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

7

SFCFSHA 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。

Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability をインストールするための応答ファイ
ル変数
表 12-1 に、SFCFSHA 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

SFCFSHA をインストールするための応答ファイルの変数

変数

説明

CFG{opt}{install}

SFCFSHA パッケージ をインストールします。後で、
-configure オプションを使って設定することもできます。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{opt}{installallpkgs}

値が 1 に設定された変数に基づいて、SFCFSHA パッケー
ジをインストールするように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: すべてのパッケージをインストールする

■

installrecpkgs: 推奨パッケージをインストールする

■

installminpkgs: 最小パッケージをインストールする

メモ: これらの変数の値のうち 1 つのみを 1 に設定します。
これらの変数の 1 つに値を設定し、さらに
CFG{opt}{install} 変数も 1 に設定する必要がありま
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{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

CFG{opt}{vxkeyless}

キーレスライセンスで製品をインストールします。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{license}

パーマネントライセンスで製品をインストールします。
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{keys}{hostname}

CFG{opt}{vxkeyless} 変数を 0 に設定した、または
CFG{opt}{licence} 変数を 1 に設定した場合に、シス
テムに登録されるキーのリストです。
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{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
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変数

説明

CFG{prod}

インストールまたはアンインストールされる製品を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイル
の場所を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやパッケージを保管す
る作業ディレクトリの作成場所を定義します。デフォルトの場
所は /var/tmp です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{updatekeys}

キーレスライセンスを現在のバージョンに更新します。
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{opt}{rsh}

システム間の通信方法として ssh の代わりに rsh を使う必要
があることを定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{logpath}

ログファイルをコピーする場所を指定します。デフォルトの場
所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{prodmode}

製品のモードのリスト
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
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Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability をインストールするための応答ファイ
ルのサンプル
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をインストール
するための応答ファイルの例を次に示します。
##############################################
#Auto generated sfcfsha responsefile #
##############################################

our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{rsh}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installallpkgs}=1;
$CFG{prod}="SFCFSHA62";
$CFG{systems}=[ qw( sys1 sys2 ) ];
$CFG{opt}{logpath}="/opt/VRTS/install/logs/installsfcfs-xxxxxx/";
1;
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SFCFSHA 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 SFCFSHA の設定

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定する
ための応答ファイル変数

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定する
ための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った SFCFSHA の設定
一般に、あるクラスタで SFCFSHA の設定を実行した後にインストーラによって生成され
た応答ファイルは、他のクラスタで SFCFSHA を設定するために使えます。インストーラ
の -makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできます。
# ./installer -makeresponsefile -configure
# ./installsfcfsha -makeresponsefile -configure

応答ファイルを使って SFCFSHA を設定するには

1

SFCFSHA を設定するシステムに SFCFSHA パッケージ がインストールされている
ことを確認します。

2

SFCFSHA を設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
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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.203 の 「Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
を設定するための応答ファイル変数」 を参照してください。

4

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<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.78 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 Storage Foundation Cluster File System
High Availability を設定するための応答ファイル変数
表 13-1 に、SFCFSHA を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示しま
す。
表 13-1

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
の設定に固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

パッケージがすでにインストールされ
ている場合に設定を実行します。
（必須）
値を 1 に設定して SFCFSHA を設定
します。

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）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{prod}

スカラー

設定する製品を定義します。
SFCFSHA の場合、この値は
SFCFSHA62 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{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）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{uploadlogs}

スカラー

ブール値 0 または 1 を定義します。
値 1 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ることを示します。
値 0 は、インストールログがシマンテッ
ク社の Web サイトにアップロードされ
ないことを示します。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必要
があります。同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラッ
プ通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。
表 13-2 に、基本的な SFCFSHA 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 SFCFSHA 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

SFCFSHA 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）
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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。
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.64 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、SFCFSHA 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 13-5

SFCFSHA 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）
CFG{vcs_csgvip}

スカラー

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 13-6 に、セキュアモードの SFCFSHA 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 13-6

セキュアモードでの SFCFSHA クラスタの設定に固有の応答ファイル
の変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_eat_security}

スカラー

クラスタがセキュア有効モードになって
いるかどうかを指定します。

CFG{opt}{securityonenode}

スカラー

securityonenode オプションが使われ
ていることを指定します。

CFG{securityonenode_menu}

スカラー

セキュアクラスタを 1 つずつ設定する
ために選択するメニューオプションを
指定します。
■

■

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 13-7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 13-7

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 13-8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 13-8

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 13-9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 13-9

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 13-10 に、SFCFSHA 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 13-10

SFCFSHA 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 Storage Foundation Cluster File System
High Availability を設定するための応答ファイルのサン
プル
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability を設定するた
めの応答ファイルの例を次に示します。
##############################################
#Auto generated sfcfsha responsefile #
##############################################

our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{rsh}=1;
$CFG{opt}{trace}=0;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{prod}="SFCFSHA62";
$CFG{systems}=[ qw( sys1 sys2 ) ];
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$CFG{fencingenabled}=0;
$CFG{vm_newnames_file}{sys1}=0;
$CFG{vm_restore_cfg}{sys1}=0;
$CFG{vm_newnames_file}{sys2}=0;
$CFG{vm_restore_cfg}{sys2}=0;
$CFG{vcs_clusterid}=127;
$CFG{vcs_clustername}="uxrt6_sol";
$CFG{vcs_username}=[ qw(admin operator) ];
$CFG{vcs_userenpw}=[ qw(JlmElgLimHmmKumGlj
bQOsOUnVQoOUnTQsOSnUQuOUnPQtOS) ];
$CFG{vcs_userpriv}=[ qw(Administrators Operators) ];
$CFG{vcs_lltlink1}{sys1}="bge1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys1}="bge2";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys2}="bge1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys2}="bge2";
$CFG{vcs_enabled}=1;
$CFG{opt}{logpath}="/opt/VRTS/install/logs/installsfcfs-xxxxxx/";
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

■

応答ファイルを使用した CP サーバーの設定

■

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 SFCFSHA 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

SFCFSHA 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.85 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.218 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.225 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.226 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.228 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.216 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.223 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.225 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.227 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/installsfcfsha<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.78 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、SFCFSHA にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な
情報を指定する応答ファイルの変数を示します。
表 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。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_newdg_disks}

リスト

I/O フェンシング用の新しいディスクグルー
プの作成に使うディスクを指定します。
（オプション）

メモ: 既存のディスクグループを使うように
fencing_dgname 変数を定義する必要が
あります。 新しいディスクグループを作成
する場合は、fencing_dgname 変数と
fencing_newdg_disks 変数の両方を使う
必要があります。
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.216 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}="SFCFSHA62";
$CFG{systems}=[ qwsys1sys2 ];
$CFG{vcs_clusterid}=32283;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
1;
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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。
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.78 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.78 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 14-2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 14-2

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。
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

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。

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。

220

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
応答ファイルを使用した CP サーバーの設定

変数

リスト/スカ
ラー

説明

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。

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.219 の 表 14-2 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(e1000g0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip2}=[ qw(e1000g0) ];
$CFG{cps_security}="0";
$CFG{cps_singlenode_config}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"192.169.0.220"}=1;
$CFG{cps_vip2nicres_map}{"192.169.0.221"}=1;
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$CFG{cpsname}="cps1";
$CFG{opt}{configcps}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{prod}="VCS62";
$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.219 の 表 14-2 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(e1000g0 e1000g0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip2}=[ qw(e1000g0 e1000g0) ];
$CFG{cps_nic_list}{cpsvip3}=[ qw(e1000g0 e1000g0) ];
$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";
$CFG{cpsname}="cps1";
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$CFG{opt}{configcps}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{noipc}=1;
$CFG{prod}="SFHA62";
$CFG{systems}=[ qw(cps1 cps2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=49604;
$CFG{vcs_clustername}="sfha2233";
1;

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 14-3 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 14-3

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。
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応答ファイルのフィールド

定義

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。

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

■

■

■
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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サ
ンプル応答ファイル
サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cps}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_cps_vips}{"10.200.117.145"}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_dgname}="vxfencoorddg";
$CFG{fencing_disks}=[ qw(emc_clariion0_37 emc_clariion0_13) ];
$CFG{fencing_scsi3_disk_policy}="dmp";
$CFG{fencing_ncp}=3;
$CFG{fencing_ndisks}=2;
$CFG{fencing_cps_ports}{"10.200.117.145"}=443;
$CFG{fencing_reusedg}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="SFCFSHA62";
$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 14-4 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.28 の 「SCSI-3 PR をサポートしない仮想マシンでの SFCFSHA 用 I/O フェンシング
について」 を参照してください。
表 14-4

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。
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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。

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_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。

226

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
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

$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;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="SFCFSHA62";
$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 14-5 では、SFCFSHA にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な
情報を指定する応答ファイルの変数を示します。
表 14-5

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）
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{fencing_option}

スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。

■

1 — Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
2 —コーディネータディスクベースの
I/O フェンシング
3 —無効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）

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}="SFCFSHA62";
$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2) ];
$CFG{vcs_clusterid}=59082;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
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■

第17章 データ整合性のための SFCFSHA クラスタの手動設定
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オペレーティングシステム固
有の方法を使用した
SFCFSHA 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。
■

オペレーティングシステム固有の方法を使った SFCFSHA のインストールについて

■

自動インストーラを使った Solaris 11 への SFCFSHA のインストール

■

JumpStart を使った Solaris 10 への SFCFSHA のインストール

■

システムコマンドを使った手動による SFCFSHA のインストール

■

solaris10 ブランドゾーンへのパッケージの手動インストール

オペレーティングシステム固有の方法を使った SFCFSHA
のインストールについて
Solaris では、次の方法で SFCFSHA をインストールできます。
■

Oracle Solaris AI（Automated Installer）を使って、ネットワークの複数のクライアント
システムで Solaris 11 オペレーティングシステムと Storage Foundation 製品をイン
ストールできます。
p.231 の 「自動インストーラを使った Solaris 11 への SFCFSHA のインストール」 を
参照してください。

■

SFCFSHA を手動でインストールする手順は、Solaris バージョンによって異なりま
す。
p.243 の 「システムコマンドを使った手動による SFCFSHA のインストール」 を参照し
てください。
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■

Solaris 10 システムでは Solaris JumpStart を使用して SFCFSHA をインストール
できます。
p.236 の 「JumpStart を使った Solaris 10 への SFCFSHA のインストール」 を参照
してください。

■

Solaris 10 オペレーティングシステムではフラッシュアーカイブを使用して SFCFSHA
をインストールできます。
p.241 の 「フラッシュアーカイブを使った SFCFSHA とオペレーティングシステムのイ
ンストール」 を参照してください。

自動インストーラを使った Solaris 11 への SFCFSHA の
インストール
Oracle Solaris AI（Automated Installer）を使って、ネットワークの複数のクライアントシ
ステムで Solaris 11 オペレーティングシステムと Storage Foundation 製品をインストー
ルできます。AI は SPARC システムのハンズフリーインストール（手動操作のない自動イ
ンストール）を実行します。AI メディアを使って、単一の SPARC プラットフォームに Oracle
Solaris OS をインストールすることもできます。 Oracle はブート可能な AI のイメージを
提供しており、Oracle Web サイトからダウンロードできます。いずれの場合も、インストー
ルを完了するにはネットワーク上にパッケージのリポジトリへのアクセスが必要です。

自動インストールについて
AI は、ネットワークの 1 つ以上の SPARC または クライアントへの Oracle Solaris 11
OS のインストールを自動化します。 自動インストールは Solaris 11 にのみ適用されま
す。さまざまなタイプのクライアントで Oracle Solaris OSをインストールできます。各クラ
イアントの相違点は次のとおりです。
■

アーキテクチャ

■

メモリの特性

■

MAC アドレス

■

IP address

■

CPU

インストールは、ネットワーク設定とインストールパッケージを含む仕様によって異なる場
合があります。
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ローカルネットワークでのクライアントの自動インストールは次の高レベルの手順で構成
されます。

1

クライアントシステムは DHCP サーバーから IP 情報をブートして取得します。

2

クライアントの特性は、クライアントのインストールに使用される AI サービスとインス
トール手順を決定します。

3

インストーラは、AI サービス手順を使用してパッケージのリポジトリから適切なパッ
ケージを取り出し、クライアントに Oracle Solaris OS をインストールします。

自動インストーラの使用
自動インストーラを使ってネットワークにシステムをインストールには、DHCP を設定し、AI
サーバーの AI サービスを設定します。DHCP サーバーと AI サーバーは同じシステムま
たは異なる 2 つのシステムになります。
システムが Oracle Solaris Image Packaging System（IPS）のパッケージリポジトリにア
クセスできることを確認します。IPS パッケージリポジトリは AI サーバー、ローカルネット
ワークの別のサーバー、またはインターネットに存在します。
AI サービスは SPARC または AI のインストールイメージと 1 つ以上のインストール手順
に関連付けられます。 インストール手順は、システムがインストールを完了するために必
要なパッケージを取り込むための IPS のパッケージリポジトリを 1 つ以上指定します。イ
ンストール手順には、インストールする追加パッケージの名前とターゲットデバイスとパー
ティションなどの情報も含まれます。インストール後のシステムの設定のための手順を指
定することもできます。
オペレーティングシステムとシステムにインストールするパッケージを考慮します。設定と
ニーズによっては、次のいずれかの手順が必要な場合があります。
■

2 つのシステムに異なるアーキテクチャがある、または Oracle Solaris OS の異なる
バージョンでインストールされる必要がある場合は、2 つの AI サービスを作成します。
次に、異なる AI イメージと各 AI サービスを関連付けます。

■

2 つのシステムが Oracle Solaris OS の同じバージョンでインストールされる必要が
ありますが、他の異なる方法でインストールされる必要がある場合は、AI サービスの
インストール手順を 2 セット作成します。異なるインストール手順により、インストール
するパッケージまたはインストールのターゲットとなるスライスを個別に指定できます。

インストールはシステムをブートすると始まります。DHCP はシステムを AI のインストール
サーバーに移動し、システムはインストールサービスとサービス内のインストール手順に
アクセスします。
詳しくは、『Oracle® Solaris 11 Express Automated Installer Guide』を参照してくださ
い。
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AI を使った Solaris 11 オペレーティングシステムと SFHA 製品のイン
ストール
AI を使って Solaris 11 オペレーティングシステムと SFHA 製品をインストールするには
次の手順を実行します。
AI を使って Solaris 11 オペレーティングシステムと SFHA 製品をインストールするには

1

Oracle のマニュアルに従って、Solaris AI サーバーと DHCP サーバーを設定しま
す。
マニュアルはhttp://docs.oracle.comから入手できます。

2

シマンテック社のパッケージリポジトリを設定します。
次のコマンドを実行して必要な SMF サービスを設定し、ディレクトリを作成します。
# svcadm enable svc:/network/dns/multicast:default
# mkdir /ai
# zfs create -o compression=on -o mountpoint=/ai rpool/ai
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3

234

次のコマンドを実行し、Symantec SPARC パッケージの IPS リポジトリを設定しま
す。

# mkdir -p /ai/repo_symc_sparc
# pkgrepo create /ai/repo_symc_sparc
# pkgrepo add-publisher -s /ai/repo_symc_sparc Symantec
# pkgrecv -s <media_sparc>/pkgs/VRTSpkgs.p5p -d
/ai/repo_symc_sparc '*'
# svccfg -s pkg/server list
# svcs -a | grep pkg/server
# svccfg -s pkg/server add symcsparc
# svccfg -s pkg/server:symcsparc addpg pkg application
# svccfg -s pkg/server:symcsparc setprop pkg/port=10003
# svccfg -s pkg/server:symcsparc setprop pkg/inst_root=
/ai/repo_symc_sparc
# svccfg -s pkg/server:symcsparc addpg general framework
# svccfg -s pkg/server:symcsparc addpropvalue general/complete
astring: symcsparc
# svccfg -s pkg/server:symcsparc addpropvalue general/enable
boolean: true
# svcs -a | grep pkg/server
# svcadm refresh application/pkg/server:symcsparc
# svcadm enable application/pkg/server:symcsparc

または次のコマンド実行してテスト用にプライベートのデポサーバーを設定します。
# /usr/lib/pkg.depotd -d /ai/repo_symc_sparc -p 10003 > /dev/null &

IE または Firefox で次の URL を確認します。
http://<host>:10003
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4

AI サーバーのインストールサービスを設定します。
次のコマンドを実行します。
# mkdir /ai/iso

AI イメージを Oracle の Web サイトからダウンロードし、/ai/iso のディレクトリに
iso を配置します。
インストールサービスを作成します。
次に例を示します。
SPARC プラットフォーム用に AI インストールサービスを設定するには、次の手順を
実行します。
# # installadm create-service -n sol11sparc -s¥
/ai/iso/sol-11-1111-ai-sparc.iso -d /ai/aiboot/

5

インストーラを実行し、インストールするすべての SFHA 製品のためのマニフェスト
XML ファイルを生成します。
# mkdir /ai/manifests
# <media>/installer -ai /ai/manifests

6

各システムで、ホスト名、ユーザーアカウント、IPアドレスを含めたシステム設定を生
成します。たとえば、次のいずれかを入力します。
# mkdir /ai/profiles
# sysconfig create-profile -o /ai/profiles/profile_client.xml

または
# cp /ai/aiboot/auto-install/sc_profiles/sc_sample.xml
/ai/profiles/profile_client.xml
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7

システムを追加し、指定済みの製品マニフェストとシステム構成に一致させます。
次のコマンドを実行し、SPARC システムを追加します。以下に例を示します。
# installadm create-client -e "<client_MAC>" -n sol11sparc
# installadm add-manifest -n sol11sparc -f ¥
/ai/manifests/vrts_manifest_sfha.xml
# installadm create-profile -n sol11sparc -f ¥
/ai/profiles/profile_client.xml -p profile_sc
# installadm set-criteria -n sol11sparc -m ¥
vrts_sfha -p profile_sc -c mac="<client_MAC>"
# installadm list -m -c -p -n sol11sparc

8

SPARC システムでは、次のコマンドを実行してシステムを再起動し、オペレーティ
ングシステムと Storage Foundation 製品をインストールします。
# boot net:dhcp - install

JumpStart を使った Solaris 10 への SFCFSHA のイン
ストール
このインストール方法は Solaris 10 にのみ適用されます。この JumpStart 手順は、
JumpStart に関する実用的な知識があることを前提とします。JumpStart の使用方法に
ついて詳しくは、オペレーティングシステムに付属の JumpStart のマニュアルを参照し
てください。
アップグレードはサポートされていません。次の手順はスタンドアロン構成を前提としま
す。
言語パッケージについては、JumpStart を使ってパッケージをインストールできます。言
語パッケージをスクリプトに追加して、それらのファイルを JumpStart サーバーのディレ
クトリに配置します。
フラッシュアーカイブを使うと、JumpStart とともに SFCFSHA とオペレーティングシステ
ムをインストールできます。
p.241 の 「フラッシュアーカイブを使った SFCFSHA とオペレーティングシステムのインス
トール」 を参照してください。

JumpStart インストール操作の概要
JumpStart のインストールを実行する前にタスクの概略を確認します。
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タスクの概略

1

クライアントを追加します（JumpStart サーバーに登録します）。詳しくは、オペレー
ティングシステムに付属の JumpStart のマニュアルを参照してください。

2

JumpStart のインストール手順を読みます。

3

終了スクリプトを生成します。
p.237 の 「終了スクリプトの生成」 を参照してください。

4

共有ストレージのインストールリソースを準備します。
p.239 の 「インストールリソースの準備」 を参照してください。

5

JumpStart 用のルールファイルを変更します。
詳しくは、オペレーティングシステムに付属の JumpStart のマニュアルを参照してく
ださい。

6

JumpStart サーバーを使ってオペレーティングシステムをインストールします。

7

システムが動作中のとき、インストールメディアからインストーラコマンドを実行してシ
マンテック社のソフトウェアを設定します。
# /opt/VRTS/install/installer -configure

p.78 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。

終了スクリプトの生成
SFCFSHA をインストールするための終了スクリプトを生成するには、次の手順を実行し
ます。
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スクリプトを生成するには

1

製品インストーラプログラムを実行して、すべての製品に対するスクリプトを生成しま
す。
./installer -jumpstart directory_to_generate_scripts

または
./install<productname> -jumpstart directory_to_generate_script

ここで、<productname> は製品のインストールコマンドです。
directory_to_generate_scripts は製品のスクリプトを置く場所です。
次に例を示します。
# ./installsfcfs -jumpstart /js_scripts

2

ルートディスクを自動的にカプセル化するようにメッセージが表示されます。自動的
にカプセル化する場合は、yes を選択します。自動的にカプセル化しない場合は、
no を選択し、6 の手順に進みます。

3

ルートディスクのディスクグループ名を指定します。
Specify the disk group name of the root disk to be encapsulated:
rootdg

4

プライベートリージョンサイズを指定します。
Specify the private region length of the root disk to be
encapsulated: (65536)
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5

カプセル化するルートディスクのディスクメディア名を指定します。
Specify the disk media name of the root disk to be encapsulated:
(rootdg_01)

6

JumpStart の終了スクリプトとカプセル化のスクリプトが、手順 1 で指定したディレク
トリに生成されます。
出力は次のようになります。
The finish scripts for VM is generated at /js_scripts/
jumpstart_sfcfsha.fin
The encapsulation boot disk script for SFCFSHA is generated at
/js_scripts/encap_bootdisk_vm.fin

js_scripts のディレクトリをリストします。
# ls /js_scripts

出力は次のようになります。
encap_bootdisk_vm.fin jumpstart_sfcfsha.fin

インストールリソースの準備
JumpStart のインストールのリソースを準備します。
リソースを準備するには

1

インストールメディアの pkgs ディレクトリを共有ストレージにコピーします。
# cd /path_to_installation_media
# cp -r pkgs BUILDSRC

2

インストールメディアのパッチディレクトリを共有ストレージにコピーします。
# cd /path_to_installation_media
# cp -r patches BUILDSRC
# gunzip 151218-01.tar.gz
# tar vxf 151218-01.tar
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3

パッケージの一覧が含まれる応答ファイルを生成します。
# cd BUILDSRC/pkgs/
# pkgask -r package_name.response -d /
BUILDSRC/pkgs/packages_name.pkg

4

BUILDSRC/pkgs/ ディレクトリの下に adminfile ファイルを作成します。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=quit
idepend=quit
rdepend=nocheck
space=quit
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

5

JumpStart のインストールを実行するときにルートディスクを自動的にカプセル化す
る場合には、すでに生成されているスクリプト encap_bootdisk_vm.fin を
ENCAPSRC にコピーします。
p.237 の 「終了スクリプトの生成」 を参照してください。

終了ファイルへの言語パッケージ情報の追加
終了ファイルに言語パッケージ情報を追加するには、次の手順を実行します。
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終了ファイルに言語パッケージ情報を追加するには

1

言語パッケージ用に、言語パッケージのインストールディスクから共有ストレージに
言語パッケージをコピーします。
# cd /cdrom/cdrom0/pkgs
# cp -r * BUILDSRC/pkgs

言語パックをダウンロードする場合
# cd /path_to_language_pack_installation_media/pkgs
# cp -r * BUILDSRC/pkgs

2

終了スクリプトで、製品パッケージ情報をコピーし、製品パッケージを言語パッケー
ジで置き換えます。

3

終了スクリプトは次のようになります。
. . .
for PKG
do
...
done. .
for PKG
do
...
done. .

in product_packages

.
in language_packages

.

フラッシュアーカイブを使った SFCFSHA とオペレーティングシステムの
インストール
フラッシュアーカイブは、Solaris 10 オペレーティングシステムでのみ使うことができます。
ここで概説する Solaris 固有のタスクについて詳しくは、Solaris のマニュアルを参照して
ください。
メモ: シマンテック社は、マスターシステムのルートディスクがカプセル化されている場合、
フラッシュアーカイブのインストールをサポートしません。
次に、シマンテックソフトウェアを使ったフラッシュアーカイブの作成とインストールの概要
を説明します。
■

flar（フラッシュアーカイブ）の作成を Bare Metal から開始する場合は、手順 1 から
手順 10 を実行します。
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■

製品をインストールしたが設定は行っていないシステムから flar 作成を開始する予定
の場合は、手順 1 から 4 を実行し、手順 5 はスキップして、手順 6 から 10 を完了さ
せてください。

■

製品をインストールして設定したシステムから flar 作成を開始する予定の場合は、手
順 5 から 10 を実行してください。

フラッシュアーカイブの作成に関する概要

1

JumpStart を使ってシステムのクローンを作成します。

2

作成したシステムのクローンを再起動します。

3

マスターシステムにシマンテック社の製品をインストールします。
このガイドで説明するいずれかのインストール手順を実行します。

4

マスターシステムで製品が設定されている場合は、vrts_deployment.sh ファイル
と vrts_deployment.cf ファイルを作成してマスターシステムにコピーします。
p.242 の 「シマンテック社の配備後スクリプトの作成」 を参照してください。

5

flarcreate コマンドを使って、フラッシュアーカイブをマスターシステムで作成しま

す。

6

JumpStart サーバーにアーカイブをコピーし直します。

7

JumpStart を使って、選択したシステムにフラッシュアーカイブをインストールしま
す。

8

クラスタ内のすべてのノード上でシマンテック製品を設定します。
システムにインストールされるスクリプトの場合は、スクリプト名に製品バージョンが含
まれています。たとえば、インストールメディアから SF スクリプトをインストールするに
は、installsf コマンドを実行します。ただし、インストールされたバイナリからスク
リプトを実行するには、installsf<バージョン> コマンドを実行します。たとえば、6.2
バージョンの場合は次のようになります。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha62 -configure

p.78 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。

9

インストール後タスクと設定タスクを実行します。
インストール後と設定のタスクについては、製品のインストールガイドを参照してくだ
さい。

シマンテック社の配備後スクリプトの作成
生成された vrts_deployment.sh ファイルと vrts_post-deployment.cf ファイルは、カス
タマイズされたフラッシュアーカイブ配備後スクリプトです。 これらのファイルによって、初
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回の再ブート前にクローンシステムでシマンテック製品の設定がクリーンアップされます。
これらのファイルはフラッシュアーカイブに含めてください。
配備後スクリプトを作成するには

1

製品ディスクをマウントします。

2

プロンプトで、インストーラの -flash_archive オプションを実行します。 ファイルを
作成するディレクトリを指定します。
# ./installer -flash_archive /tmp

3

ゴールデンシステムに、vrts_postedeployment.sh ファイルと
vrts_postedeployment.cf ファイルをコピーします。

4

ゴールデンシステムで、以下の手順を実行します。

5

■

vrts_postdeployment.sh ファイルを /etc/flash/postdeployment ディレクトリに
配置します。

■

vrts_postdeployment.cf ファイルを /etc/vx ディレクトリに配置します。

2 つのファイルに次の所有権とアクセス権限が設定されていることを確認します。
#
#
#
#

chown
chmod
chown
chmod

root:root /etc/flash/postdeployment/vrts_postdeployment.sh
755 /etc/flash/postdeployment/vrts_postdeployment.sh
root:root /etc/vx/vrts_postdeployment.cf
644 /etc/vx/vrts_postdeployment.cf

これらのファイルは、シマンテック製品をインストールしたフラッシュアーカイブでの
み、必要になりますので注意してください。

システムコマンドを使った手動による SFCFSHA のインス
トール
SFCFSHA を手動でインストールする手順は、Solaris バージョンによって異なります。
p.243 の 「pkgadd コマンドを使った Solaris 10 への SFCFSHA のインストール」 を参照
してください。
p.245 の 「 Solaris 11 システムへのパッケージの手動インストール」 を参照してください。

pkgadd コマンドを使った Solaris 10 への SFCFSHA のインストール
Solaris 10 では、グローバルゾーン内でパッケージをインストールする必要があります。
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pkgadd コマンドを使って Solaris 10 に SFCFSHA をインストールするには

1

ソフトウェアディスクをマウントします。
p.74 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

提供された VRTS* ファイルをインストールメディアから一時的な場所にコピーしま
す。 必要に応じてそれらを修正してください。
# cp /cdrom/cdrom0/patches/*
/tmp/patches

次にパッチを圧縮解除します。

3

現在のディレクトリに admin ファイルを作成します。 pkgadd コマンドを使うときに、-a
adminfile オプションを指定します。
mail=
instance=overwrite
partial=nocheck
runlevel=quit
idepend=quit
rdepend=nocheck
space=quit
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

4

以下のいずれかのオプションを指定して製品固有のインストールコマンドを使い、
パッケージのリスト（インストール順）を取得します。
■

minpkgs

■

recpkgs

■

allpkgs

p.78 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。
p.534 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。
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5

手順 4 にリストされているパッケージとパッチをインストールします。
# pkgadd -a adminfile -d /tmp/pkgs pkgname.pkg
# patchadd

-M /tmp/patch/ 151218-01

Solaris 10 では、グローバルゾーンにある間にこれらのパッケージをインストールす
る必要があります。パッケージの pkginfo ファイルに含まれる変数
SUNW_PKG_ALLZONES が true 以外の値に設定されている場合、-G オプショ
ンを pkgadd コマンドに指定します。

6

パッケージとパッチがインストールされていることを確認します。
# showrev -p|grep VRTS

7

プロセスを開始します。

Solaris 11 システムへのパッケージの手動インストール
ここでは、Solaris 11 システムにパッケージを手動でインストールする方法について説明
します。

Oracle Solaris 11 システムへのパッケージの手動インストール
Solaris 11 システムにパッケージをインストールするには

1

VRTSpkgs.p5p パッケージ を、インストールメディアの pkgs ディレクトリからシステ

ムの /tmp/install ディレクトリにコピーします。

2

すでに追加されたリポジトリのいずれかが接続されていない場合、パッケージ のイン
ストールが失敗する可能性があるため、接続されていない発行元を無効にします。
# pkg set-publisher --disable <publisher name>

3

非グローバルゾーンにファイルベースのリポジトリを追加します。
# pkg set-publisher -p/tmp/install/VRTSpkgs.p5p Symantec

4

必要なパッケージをインストールします。
# pkg install --accept VRTSperl VRTSvlic
VRTSspt VRTSvxvm VRTSaslapm VRTSvxfs VRTSodm VRTSllt VRTSgab
VRTSvxfen VRTSamf VRTSvcs VRTScps VRTSvcsag VRTSvcsea VRTSsfmh
VRTSvbs VRTSvcswiz VRTSsfcpi62
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5

OracleVMServer の論理ドメインをディザスタリカバリ用に設定するには、論理ドメイ
ン内に次の必須パッケージをインストールします。
# pkg install --accept VRTSvcsnr

6

非グローバルゾーンの発行元を削除します。
# pkg unset-publisher Symantec

7

非グローバルゾーンがシステムにある場合、SMF サービスの状態を消去します。非
グローバルゾーンがあると、ファイルベースのリポジトリの設定により、SMF サービス
svc:/application/pkg/system-repository:default が保守状態になります。
# svcadm clear svc:/application/pkg/system-repository:default

8

無効化されている発行元を有効化します。
# pkg set-publisher --enable <publisher>

Solaris ブランド非グローバルゾーンへのパッケージの手動インス
トール
Oracle Solaris 11 では、SFCFSHA パッケージを非グローバルゾーン内に手動インス
トールする必要があります。ネーティブの非グローバルゾーンは Solaris ブランドゾーンと
呼ばれます。
Solaris ブランドの非グローバルゾーンにパッケージを手動インストールするには

1

SMF サービス svc:/application/pkg/system-repository:default と
svc:/application/pkg/zones-proxyd:default がグローバルゾーンでオンラ
インであることを確認します。
# svcs svc:/application/pkg/system-repository:default
# svcs svc:/application/pkg/zones-proxyd:default

2

スーパーユーザーとして非グローバルゾーンにログオンします。

3

SMF サービス svc:/application/pkg/zones-proxy-client:default が非
グローバルゾーン内でオンラインであることを確認します。
# svcs svc:/application/pkg/zones-proxy-client:default

4

VRTSpkgs.p5p パッケージを、インストールメディアの pkgs フォルダから非グローバ

ルゾーン（例: /tmp/install フォルダ）にコピーします。
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5

すでに追加されたリポジトリのいずれかが接続されていない場合、パッケージのイン
ストールが失敗する可能性があるため、接続されていない発行元を無効にします。
# pkg set-publisher --disable <publisher name>

6

非グローバルゾーンにファイルベースのリポジトリを追加します。
# pkg set-publisher -g /tmp/install/VRTSpkgs.p5p Symantec

7

必要なパッケージをインストールします。
# pkg install --accept VRTSperl VRTSvlic VRTSspt VRTSvxvm
VRTSaslapm VRTSsfcpi62 VRTSsfmh

8

非グローバルゾーンの発行元を削除します。
# pkg unset-publisher Symantec

9

ファイルベースのリポジトリを設定すると SMF サービス
svc:/application/pkg/system-repository:default が保守状態になるた

め、SMF サービスの状態を消去します。
# svcadm clear svc:/application/pkg/system-repository:default

10 無効化されている発行元を有効化します。
# pkg set-publisher --enable <publisher>

メモ: 注: 各非グローバルゾーンで、2 から 10 までの手順を実行します。

solaris10 ブランドゾーンへのパッケージの手動インス
トール
SFCFSHA 6.2 パッケージは、solaris10 ブランドゾーン内部では手動でインストールする
必要があります。

1

ゾーンをブートします。

2

solaris10 ブランドゾーンにスーパーユーザーとしてログオンします。
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3

Solaris 10 パッケージをインストールメディアの pkgs ディレクトリから非グローバル
ゾーン（/tmp/install など）にコピーします。

4

次の SFCFSHA パッケージをブランドゾーンにインストールします。
#
#
#
#
#
#
#
#

cd /tmp/install
pkgadd -d VRTSperl.pkg
pkgadd -d VRTSvlic.pkg
pkgadd -d VRTSvcs.pkg
pkgadd -d VRTSvxfs.pkg
pkgadd -d VRTSvcsag.pkg
pkgadd -d VRTSvcsea.pkg
pkgadd -d VRTSodm.pkg

メモ: 各 Solaris10 ブランドゾーンで上のすべての手順を実行します。
ブランドゾーンのサポートについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions 仮想化ガイド』を参照してください。
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オペレーティングシステム固
有の方法を使用した
SFCFSHA の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

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

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

Veritas Volume Manager の設定
Veritas Volume Manager を設定するには、次の手順を使います。 製品インストーラを
使って VxVM をインストールおよび設定した場合は、この項の手順を完了する必要はあ
りません。
インストール後における VxVM ディスクグループとボリュームの設定について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』の「Veritas Volume Manager の設定」
を参照してください。
VxVM（Veritas Volume Manager）4.0 より前のリリースでは、VxVM でインストールされ
たシステムは、デフォルトのディスクグループである rootdg で設定されました。 rootdg
ディスクグループには少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。デフォルトで
は、各操作は rootdg ディスクグループに対して実行されていました。リリース 4.0 以降
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では、ディスクグループが 1 つも設定されていない状態でも VxVM は正常に機能しま
す。

設定デーモンの開始と有効化
VxVM 設定デーモン（vxconfigd）は、VxVM ディスクとディスクグループの設定を保持
します。vxconfigd は、設定変更をカーネルに伝え、ディスクに格納されている設定情
報を修正します。
起動スクリプトは通常、システムブート時に vxconfigd を呼び出します。VxVM が正しく
動作するには、vxconfigd デーモンが実行されている必要があります。
次の手順は、vxconfigd が起動されているかどうか（有効であるか無効であるかを問わ
ずに）を確認する方法、これを手動で起動する方法、これを必要に応じて有効にする方
法を示しています。
vxconfigd が有効になっているかどうかを確認するには、次のコマンドを使います。
# vxdctl mode

次のメッセージは、vxconfigd デーモンが実行され、有効になっていることを示します。
mode: enabled

このメッセージは、vxconfigd が実行されていないことを示します。
mode: not-running

このメッセージは、vxconfigd が実行されているが、有効にはなっていないことを示しま
す。
mode: disabled
vxconfigd デーモンを起動するには、次のコマンドを入力します。
# vxconfigd
vxconfigd デーモンを有効にするには、次のコマンドを入力します。
# vxdctl enable

起動後、vxconfigd は自動的にバックグラウンドプロセスになります。
デフォルトでは、vxconfigd でコンソールにエラーメッセージが書き込まれます。しかし、
ログファイルにエラーを書き込むように設定できます。詳しくは、vxconfigd（1M）と vxdctl
（1M）のマニュアルページを参照してください。
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ボリューム I/O デーモンの起動
ボリューム I/O デーモン（vxiod）を使うと、プロセスの呼び出しをブロックすることなく、I/O
処理を拡張できます。通常、最初のインストール後に、いくつかの vxiod デーモンがシ
ステム起動時に起動します。それらは常時実行されている必要があります。次の手順は、
vxiod デーモンが実行されていることを確認する方法、および必要に応じてこのデーモ
ンを起動する方法です。
vxiod デーモンが実行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。
# vxiod
vxiod デーモンはカーネルスレッドであり、ps コマンドを使っても見ることはできません。

たとえば、16 個の vxiod デーモンが実行されている場合、次のメッセージが表示されま
す。
16 volume I/O daemons running

ここで、16 は現在実行中の vxiod デーモンの個数です。現在 vxiod デーモンが 1 つ
も実行されていない場合は、次のコマンドを入力してデーモンをいくつか起動します。
# vxiod set no_of_daemons

デーモンの数は 1 個から 16 個です。 システム内の各 CPU で vxiod デーモンを少な
くとも 1 つ実行することをお勧めします。
詳しくは、vxiod(1M) マニュアルページを参照してください。

vxinstall を使った Veritas Volume Manager の設定
Veritas インストールメニューまたは installvm スクリプトを使った場合、この項の手順に
従う必要はありません。ライセンス交付、エンクロージャ名に基づく命名の設定、デフォル
トディスクグループの作成は、メニューインストーラおよび installvm スクリプトで管理さ
れます。
VxVM ディスクをすぐに設定する必要がなくなったことにより、vxinstall コマンドで
vxdiskadm プログラムを呼び出す必要がなくなったため、以前のバージョンに比べて大
幅に簡略化されました。
ユーティリティには、次の機能が用意されています。
■

VxVM のライセンス交付。

■

システム全体のデフォルトのディスクグループの設定。

■

SF のインストールが手動で実行された場合の VxVM デーモンの起動。

コマンドを実行するには、次のように入力します。
# vxinstall
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ライセンスキーの入力を求めるメッセージが表示されます。
Are you prepared to enter a license key [y,n,q,?] (default: y) y

次に、vxinstall プログラムにより、システム全体のデフォルトディスクグループを設定
するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。この設定はオプションです。
Do you want to setup a system wide default disk group ?
[y,n,q,?] (default: y)

続いて次のメッセージが表示されます。
Which disk group [<group>,list,q,?] ?

デフォルトのディスクグループとして使うディスクグループの名前がわかっている場合は、
プロンプトにその名前を入力するか、または list オプションを使って選択します。
VxVM 4.0 より前のリリースでは、デフォルトのディスクグループは rootdg（ルートディス
クグループ）でした。VxVM が正常に機能するには、rootdg ディスクグループを作成し、
このディスクグループに少なくとも 1 つのディスクを含める必要がありました。4.1 ではこ
の必要条件が不要になりましたが、システム全体のデフォルトのディスクグループを作成
しておくと便利です。VxVM コマンドに -g オプションが指定されていない場合、ディスク
グループが必要な操作では、システム全体のデフォルトのディスクグループが使われま
す。デフォルトのディスクグループを作成する主な利点は、VxVM コマンドはデフォルトの
ディスクグループを使うため、-g オプションを使う必要がないことです。デフォルトのディ
スクグループを作成後に確認するには、次のコマンドを入力します。
# vxdg defaultdg
bootdg、defaultdg、nodg という名前は予約されているため、VxVM のデフォルトのディ

スクグループには使えません。
これで VxVM のインストールは完了です。ディスクのカプセル化や初期化などのタスクに
ついては、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

VxVM が制御するデバイスの除外
ここでは、VxVM の制御下にあるデバイスを無効にする方法を説明します。 DMP（Dynamic
Multi-Pathing）ドライバである vxdmp によってパスがマルチパス化されないようにするた
めのオプションは推奨されていません。
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デバイスを無効にして VxVM で表示されないようにするには

1

次のコマンドを入力します。
# vxdiskadm

2

vxdiskadm メインメニューでメニュー項目 VolumeManager/Disk/ExcludeDevices

を選択します。
次のメッセージが表示されます。
VxVM INFO V-5-2-5950 This operation might lead to
some devices being suppressed from VxVM's view. (This operation
can be reversed using the vxdiskadm command).
Do you want to continue? [y,n,q,?] (default: n) y

3

y と入力します。

4

次の操作を 1 つ選択します。
■

VxVM のビューからコントローラを経由するすべてのパスの無効化
オプション 1 を選択します。
次のメッセージが表示されたら、コントローラ名を入力します。
Enter a controller name:[ctlr_name,all,list,list-exclude,q,?]

■

VxVM ビューからのパスの無効化:
オプション 2 を選択します。
次のメッセージが表示されたら、パスを入力します。
Enter a pathname or pattern:[<Pattern>,all,list,list-exclude,q?]

■

［VxVM からディスクへの特定のベンダー ID およびプロダクト ID を使用して指
定されるパスの無効化（Suppress disks from VxVM's view by specifying a
VID:PID combination）］:
オプション 3 を選択し、画面に表示されるメッセージを読みます。
次のメッセージが表示されたら、ベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせを入
力します。
Enter a VID:PID combination:[<Pattern>,all,list,exclude,q,?]

ベンダー ID とプロダクト ID の組み合わせが一致するディスクが、VxVM から無
効にされます。ディスクによって返される SCSI inquiry データから、ベンダー ID
とプロダクト ID を取得します。
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いずれかのオプションを選択した場合は、システムを再起動してデバイスの無効化
を有効にします。

VxVM 内のクラスタサポートの有効化（オプション）
オプションのクラスタ機能により、クラスタ環境で VxVM を使うことができるようになります。
VxVM のクラスタ機能を利用すると、複数のホストで VxVM の制御下にあるディスク一式
にアクセスでき、同時にそれらの管理を行うことができます。クラスタとは、ディスク一式を
共有するホスト一式です。各ホストは、クラスタ内のノードと呼ばれます。

既存の VxVM ディスクグループの共有ディスクグループへの変換
既存の専用ディスクグループを共有ディスクグループに変換する場合には、次の手順を
実行します。シングルノードからクラスタに移動する場合か、すでにクラスタ内で既存の専
用ディスクグループがある場合は、次の手順を使います。
既存のディスクグループを共有ディスクグループに変換するには

1

稼動しているすべてのシステムが、同じクラスタの一部であることを確認します。

2

ディスクグループを変換しているすべてのノードでクラスタを起動します。
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3

次の手順を使って、ディスクグループを設定します。
すべてのディスクグループを一覧表示するには、次のコマンドを使います。
# vxdg list

共有するディスクグループをデポートするには、次のコマンドを使います。
# vxdg deport disk_group_name

CVM が起動されていることを確認します。 マスターノードを確認するには
# vxdctl -c mode

共有するディスクグループをインポートするには、マスターノードで次のコマンドを使
います。
# vxdg -s import disk_group_name

この手順によって、共有ディスクグループにあるディスクが共有ディスクとして構成さ
れ、クラスタの ID がスタンプされるため、他のノードで共有ディスクを認識できるよう
になります。
ダーティリージョンログが存在する場合は、それを有効にします。有効にできない場
合は、より大きいログに置き換えます。
すべての共有ディスクグループの共有フラグを表示するには、次のコマンドを使い
ます。
# vxdg list disk_group_name

これで、ディスクグループを共有する準備が整いました。

4

クラスタが 1 つのノードでのみ稼動している場合、その他のクラスタノードも起動しま
す。各ノードで vxdg list コマンドを入力し、共有ディスクグループを表示します。
このコマンドを実行すると、前に表示された共有ディスクグループのリストと同じリスト
が表示されます。

共有ディスクの設定
ここでは、共有ディスクの設定方法を説明します。VxVM を初めてインストールする場合、
または既存のクラスタにディスクを追加する場合は、新しい共有ディスクを設定する必要
があります。VxVM をアップグレードする場合は、共有ディスクが存在していることを確認
します。
共有ディスクは、1 つのノードからのみ設定する必要があります。VxVM ソフトウェアはディ
スクが共有か非共有かを判断できないため、どれが共有ディスクかをユーザーが指定す
る必要があります。
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設定の実行中に別のノードから共有ディスクがアクセスされないようにしてください。設定
を実行するノードでクラスタを起動すると、クォーラム制御によってディスクが 1 つのノー
ド用に予約されるため、別のノードからそのディスクへのアクセスを防ぐことができます。
ホットリロケーションを設定することもできます。

既存の共有ディスクの確認
VxVM の前のリリースからアップグレードする場合は、共有ディスクグループが存在する
ことを確認します。
共有ディスクグループが存在することを確認するには

1

すべてのノードでクラスタを起動します。

2

すべてのノードで次のコマンドを入力します。
# vxdg -s list

このコマンドによって、既存の共有ディスクグループが表示されます。

Veritas File System の設定
Veritas File System をインストールした後、mkfs コマンドを使って、ディスクスライスまた
は Veritas Volume Manager ボリュームにファイルシステムを作成できます。このファイ
ルシステムを使う前に、mount コマンドを使ってファイルシステムをマウントする必要があ
ります。umount コマンドを使って、ファイルシステムを後でマウント解除できます。次のファ
イルにファイルシステム用のエントリを追加すれば、システムブート時にファイルシステム
を自動的にマウントできます。
/etc/vfstab

Symantec 固有コマンドについては、Symantec Storage Foundation のマニュアルとオ
ンラインマニュアルページで説明されています。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。

ファイルシステムモジュールのロードとアンロード
vxfs ファイルシステムのモジュールは VxFS ファイルシステムへの最初の参照で自動的

にロードされます。この処理は、ユーザーが VxFS ディスクレイアウトをマウントしようとし
たときに実行されます。場合によっては、ファイルシステムモジュールの手動によるロード
が必要になる場合があります。 これを行うには、まず vxfs をロードしてから vxportal
をロードします。vxportal は擬似デバイスドライバなので、これによってシステムにファ
イルシステムがマウントされていない場合でも VxFS コマンドで VxFS モジュールに ioctl
を発行できるようになります。
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# modload /kernel/fs/vxfs
# modload /kernel/drv/vxportal

Symantec Quick I/O 機能のライセンスがある場合は、そのカーネルモジュールをロード
できます。
# modload /usr/kernel/drv/sparcv9/fdd

モジュールが正常にロードされたかどうかを判断するには、次のように入力します。
# modinfo | grep vxportal
# modinfo | grep vxfs

上記のコマンドにより、モジュールの情報が出力されます。出力の最初のフィールドはモ
ジュール ID です。
モジュールをアンロードするには、次のように入力します。
# modunload -i portal_module_id
# modunload -i vxfs_module_id

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

vxtunefs コマンドの権限と Cached Quick I/O
デフォルトでは、/opt/VRTS/bin/vxtunefs コマンドを使うには、スーパーユーザー
（root）権限が必要です。vxtunefs コマンドは、Cached Quick I/O を有効化するため
にキャッシュポリシーを変更し、他のファイルシステムオプションを変更するためのツール
です。データベース管理者には、Cached Quick I/O を有効または無効にするためにファ
イルシステムのデフォルトの動作を変更する権限を付与できます。システム管理者は、
vxtunefs 実行権限を次のように変更する必要があります。
# chown root /opt/VRTS/bin/vxtunefs
# chgrp dba /opt/VRTS/bin/vxtunefs
# chmod 4550 /opt/VRTS/bin/vxtunefs
/opt/VRTS/bin/vxtunefs の権限を 4550 に設定すると、dba グループのすべての

ユーザーが、vxtunefs コマンドを使って Quick I/O ファイル用のキャッシュ動作を修正
できます。
詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガイド』を参照してください。
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17
データ整合性のための
SFCFSHA 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 17-1 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 17-1
タスク

参照

VxVM ディスクとしてのディスクの p.144 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.259 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.145 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照し
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.259 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。
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タスク

参照

I/O フェンシングの設定ファイルの p.260 の 「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」 を参照して
作成
ください。
I/O フェンシングを使うための
SFCFSHA 設定の修正

p.261 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.277 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.263 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.144 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
以下の手順を確認してから、コーディネータディスクとして使うディスクを識別してくださ
い。
コーディネータディスクを特定するには

1

各ノードのディスクを一覧表示します。
たとえば、次のコマンドを実行すると、ディスクが一覧表示されます。
# vxdisk -o alldgs list

2

コーディネータディスクとして使う SCSI-3 PR 互換共有ディスクを 3 つ選択します。
p.145 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

コーディネータディスクグループの設定
1 つのノードで、vxfencoorddg という名前のディスクグループを作成します。このグルー
プには、3 つのディスクまたは LUN を配置する必要があります。コーディネータディスク
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。
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次の手順の例では、各ディスクのデバイス名を c1t1d0s2、c2t1d0s2、c3t1d0s2 としま
す。
vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

いずれかのノードで、次のようにデバイス名を指定して、ディスクグループを作成しま
す。
# vxdg init vxfencoorddg c1t1d0s2 c2t1d0s2 c3t1d0s2

2

コーディネータディスクグループのコーディネータ属性の値を「on」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

3

コーディネータディスクグループを次のようにデポートします。
# vxdg deport vxfencoorddg

4

ノードが再起動されるときに自動的にインポートされないように、-t オプションを使っ
てディスクグループをインポートします。
# vxdg -t import vxfencoorddg

5

ディスクグループをデポートします。ディスクグループをデポートすることによって、
コーディネータディスクが他の目的に使われないようにします。
# vxdg deport vxfencoorddg

I/O フェンシングの設定ファイルの作成
コーディネータディスクグループを設定したら、次のタスクを実行して I/O フェンシングを
設定する必要があります。
■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfendg を作成する。

■

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfenmode を更新する。
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I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# echo "vxfencoorddg" > /etc/vxfendg

「vxfencoorddg」テキストの引用符の間にはスペースを入れないでください。
このコマンドによって、ファイル /etc/vxfendg が作成されます。このファイルには、
コーディネータディスクグループの名前が記述されています。

2

すべてのクラスタノードで 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。
■

3

# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode

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/default/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
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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。
# svcadm disable -t vxfen

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
)

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。
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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。
# svcadm enable vxfen
■

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
SCSI-3 ディスクポリシーが /etc/vxfenmode ファイルの設定を反映していることを、
vxfenadm 出力から確認します。
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I/O フェンシング設定を確認するには

1

いずれかのノードで次のように入力します。
# vxfenadm -d

フェンシングモードが SCSI3 で、SCSI3 ディスクポリシーが dmp の場合、出力は
次のようになります。
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing
Fencing
Fencing
Cluster

Protocol Version: 201
Mode: SCSI3
SCSI3 Disk Policy: dmp
Members:

* 0 (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 17-2
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 SFCFSHA クラス p.265 の 「CP サーバーを SFCFSHA クラスタで使用するため
タで使用するための準備
の手動による準備」 を参照してください。
クライアントノードでのクライアント p.268 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。
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タスク

参照

サーバーベースの I/O フェンシン p.270 の 「SFCFSHA クラスタ上での手動によるサーバーベー
グを設定するための I/O フェンシ スのフェンシングの設定」 を参照してください。
ングの設定ファイルの修正
I/O フェンシングを使うための
SFCFSHA 設定の修正

p.261 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.277 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.279 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証」
グの設定の確認
を参照してください。

CP サーバーを SFCFSHA クラスタで使用するための手動による準備
CP サーバーを SFCFSHA クラスタまたはクラスタで使用するよう手動で準備するには、
この手順を使います。
表 17-3 には、この手順で使われるサンプル値を示します。
表 17-3

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 - SFCFSHA クラスタ

sys1

ノード #2 - SFCFSHA クラスタ

sys2

クラスタ名

clus1

クラスタの UUID

{f0735332-1dd1-11b2}
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SFCFSHA クラスタ で使用する CP サーバーを手動で準備するには

1

SFCFSHA クラスタのクラスタ名と UUID を決定します。
たとえば、SFCFSHA クラスタのノードの 1 つ（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、SFCFSHA クラスタ とノードが CP サーバーにあるか

どうかを調べます。
次に例を示します。
# cpsadm -s 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 Storage Foundation Cluster File

System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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3

各 CP サーバーに SFCFSHA クラスタとノードを追加します。
たとえば、CP サーバー（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

SFCFSHA クラスタ を管理するために CP サーバーのユーザーを認可します。
SFCFSHA クラスタの各ノードに対応する CP サーバーのユーザーに対してこのタ
スクを実行する必要があります。
たとえば、2 つのノード sys1 と sys2 から成る SFCFSHA 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.268 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。

SFCFSHA クラスタ上での手動によるサーバーベースのフェンシングの
設定
CP サーバーをコーディネーションポイントとして使うようにクライアントまたはSFCFSHA
クラスタを設定するには、/etc/vxfenmode ファイルを編集する必要があります。
このファイルを編集して、設定に関する次の情報を指定する必要があります。
■

フェンシングモード

■

フェンシング機構

■

フェンシングのディスクポリシー（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

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.259 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。
SFCFSHA クラスタ上でサーバーベースのフェンシングを手動で設定するには

1

テキストエディタを使って、クラスタの各ノードで次のファイルを編集します。
/etc/default/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.271 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。
# svcadm enable vxfen

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 17-4 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 17-4

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

SFCFSHA クラスタが適切にインストールおよび設定されており、フェンシングが有
効になっていることを確認します。

2

次のコマンドを使って、パラレルサービスグループ vxfen を作成し、coordpoint リ
ソースを vxfen サービスグループに追加します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

haconf -makerw
hagrp -add vxfen
hagrp -modify vxfen SystemList 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、SFCFSHA クラスタ 上のエージェントの状態を確認しま

す。次に例を示します。
# hares -state coordpoint

コマンドと出力の例を次に示します。
# hares -state coordpoint
# Resource
coordpoint
coordpoint

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

2

vxfenconfig コマンドを実行して、I/O フェンシングが指定のコーディネーションポ

イントを使っていることを検証します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

出力に single_cp=1 が表示されている場合、アプリケーションクラスタで CP サー
バーがサーバーベースフェンシングの単一コーディネーションポイントとして使われ
ていることを示しています。

仮想環境での非 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.264 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.285 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

SFCFSHA 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 /kernel/drv/vxfen.conf 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。
# svcadm disable -t vcs

■

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。
# svcadm disable -t vxfen

■

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。
# svcadm enable vxfen

非 SCSI-3 フェンシングのサンプル /etc/vxfenmode ファイル
#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
#
#
#
#
#
#

vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
fencing that should be used.
available options:
cps
- use a coordination point server with optional script
controlled scsi3 disks
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#
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)
1 - vxfen uses the coordination points in the same order they are
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

283

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>
Where <default_port> is applicable to all the <vip/vhn>s for which a
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#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
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<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 17-5

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。
# svcadm disable -t vxfen

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。
# svcadm enable vxfen

■

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)
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7
シマンテック配備の管理

■

第18章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行

18
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

第 18 章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行
配備サーバーについて

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 18-1に記載されているように次の操作を実行できます。
表 18-1

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パッケージとパッチを検出し、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.293 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.295 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.302 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.302 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.307 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.311 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.317 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.309 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.319 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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■
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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>パッケージ 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.74 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

Solaris 10 の場合、ディスクの最上位ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

4

Solaris 10 の場合、次のディレクトリに移動します。
# cd pkgs

5

Solaris 10 の場合、次のコマンドを実行して、VRTSperl および
VRTSsfcpi<version> パッケージ をインストールします。
# pkgadd -d ./VRTSperl.pkg VRTSperl
# pkgadd -d ./VRTSsfcpi<version>.pkg VRTSsfcpi<version>

6

Solaris 11 の場合、ディスクの最上位ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

7

Solaris 11 の場合、次のディレクトリに移動します。
# cd pkgs

8

Solaris 11 の場合、次のコマンドを実行して、VRTSperl および
VRTSsfcpi<version> パッケージ をインストールします。
# pkg install --accept -g ./VRTSpkgs.p5p VRTSperl VRTSsfcpi<version>
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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。
■

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。
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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」

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 18-1 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。
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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例

図 18-1

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 18-2 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 18-2
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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。
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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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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.300 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。
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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.301 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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3

304

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 sol10_sparc:
release_version SORT_release_name
DL OBS AI rel_date
size_KB
========================================================================
5.1SP1PR2RP2 sfha-sol10_sparc-5.1SP1PR2RP2 - Y
Y 2011-09-28 145611
5.1SP1PR2RP3 sfha-sol10_sparc-5.1SP1PR2RP3 - Y
Y 2012-10-02 153924
5.1SP1PR2RP4 sfha-sol10_sparc-5.1SP1PR2RP4 - - 2013-08-21 186859
5.1SP1PR3RP2 sfha-sol10_sparc-5.1SP1PR3RP2 - Y
Y 2011-09-28 145611
5.1SP1PR3RP3 sfha-sol10_sparc-5.1SP1PR3RP3 - Y
Y 2012-10-02 153924
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5.1SP1PR3RP4
6.0RP1
6.0.3

sfha-sol10_sparc-5.1SP1PR3RP4 sfha-sol10_sparc-6.0RP1
Y
sfha-sol10_sparc-6.0.3
Y

-

-
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2013-08-21 186859
2012-03-22 245917
2013-02-01 212507

Enter the release_version to view details about a release or press 'Enter' to continue [b,q,?]

次に、列ヘッダーの説明を示します。

6

■

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）

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-sol10_sparc-6.0.3
release_type: MR
release_date: 2013-02-01
downloaded: Y
install_path: sol10_sparc/installmr
upload_location: ftp://ftp.veritas.com/pub/support/patchcentral
/Solaris/6.0.3/sfha/sfha-sol10_sparc-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,?]
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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 sol10_sparc 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-sol10_sparc-6.0RP1 from SORT - https://sort.symantec.com
Downloading 215118373 bytes (Total 215118373 bytes [205.15 MB]): 100%
Untarring sfha-sol10_sparc-6.0RP1 .............................................. Done
sfha-sol10_sparc-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.302 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-sol10_sparc-6.0RP1
Y
6.0.3
sfha-sol10_sparc-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 sol10_sparc 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-sol10_sparc-6.0RP1-patches ...................... Done
sfha-sol10_sparc-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.310 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.319 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 パッケージ（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 パッケージ 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:
None
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-sol10_sparc-6.0.3 Y - 2013-02-01 212507
Available Public 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-fs
fs-sol10_sparc-6.0.1.200 - Y
- 2012-09-20 14346
6.0.1.200-vm
vm-sol10_sparc-6.0.1.200 - Y
- 2012-10-10 47880
Would you like to download the available Maintenance or Public Patch
releases which cannot be found in the repository? [y,n,q] (n) y

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.298 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。

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
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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]

第 18 章 配備サーバーを使った集中型インストールの実行
インストールバンドルの定義

8

316

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（パッケージ、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.311 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.317 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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SFCFSHA のアップグレード

■

第19章 SFCFSHA のアップグレード計画

■

第20章 インストーラによる Storage Foundation Cluster File System High Availability
の完全アップグレードの実行

■

第21章 SFCFSHA のローリングアップグレードの実行

■

第22章 SFCFSHA の段階的アップグレードの実行

■

第23章 応答ファイルを使用した SFCFSHA 自動アップグレードの実行

■

第24章 Volume Replicator のアップグレード

■

第25章 Symantec VirtualStore のアップグレード

■

第26章 言語パッケージのアップグレード

■

第27章 SFHA から SFCFSHA への移行

■

第28章 Live Upgrade および Boot Environment アップグレードを使用した
SFCFSHA のアップグレード

■

第29章 アップグレード後のタスクの実行

19
SFCFSHA 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。
■

SFCFSHA のアップグレード方法

■

SFCFSHA 6.2 のサポート対象のアップグレードパス

■

Oracle リソースを使って設定されたシステムで SFCFSHA を 6.2 にアップグレード
する場合の注意事項

■

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

■

SFCFSHA のアップグレードの準備

■

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

SFCFSHA のアップグレード方法
アップグレードにはいくつかの異なる方法が用意されています。 環境、専門知識、必要
なダウンタイムに合わせて最適なアップグレード方法を決める必要があります。
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SFCFSHA のアップグレード方法

表 19-1

この表を参考にして、どのようにアップグレードするかを決定してくだ
さい。

アップグレードのタイプと注意事項

アップグレードに利用できる方法

標準的なアップグレード - シマンテック社提供の スクリプトベース - サポートされるアップグレード
ツールを使うか、手動でアップグレードを実行で パスでアップグレードする場合にこの方法を使う
きます。サーバーダウンタイムがある程度必要に ことができます。
なります。
Web ベース - サポートされるアップグレードパス
でアップグレードする場合にこの方法を使うこと
ができます。
応答ファイル - サポートされるアップグレードパ
スからアップグレードする場合にこの方法を使う
ことができます。
ローリングアップグレード - シマンテック社提供 スクリプトベース - 以前のリリースからアップグレー
のツールを使うか、手動でアップグレードを実行 ドする場合にこの方法を使うことができます。
することもできます。必要なサーバーダウンタイ
Web ベース - 以前のリリースからアップグレード
ムが最も少なくなります。
する場合にこの方法を使うことができます。
応答ファイル - サポート対象のアップグレードパ
スからアップグレードする場合にこの方法を使う
ことができます。
手動 - 以前のリリースからアップグレードする場
合にこの方法を使うことができます。
段階的アップグレード - シマンテック社提供の スクリプトベースといくつかの手動手順 - 以前の
ツールといくつかの手動手順を使います。必要 リリースからアップグレードする場合にこの方法
なサーバーダウンタイムは通常のアップグレード を使うことができます。
よりも少なくなります。
Web ベース - 以前のリリースからアップグレード
する場合にこの方法を使うことができます。
ネーティブのオペレーティングシステムアップグ オペレーティングシステム固有の方法
レード - オペレーティングシステム付属のアップ
オペレーティングシステムアップグレード
グレードソフトウェアを使います。すべてのオペ
レーティングシステムがネーティブアップグレー
ドをサポートしているわけではありません。
サポートされている UNIX または Linux プラット 配備サーバー
フォームから他の任意のサポートされている
p.291 の 「配備サーバーについて」 を参照してく
UNIX または Linux プラットフォームにアップグ
ださい。
レードします。
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アップグレードのタイプと注意事項

アップグレードに利用できる方法

基本リリース、保守パッチ、パッチを同時にアッ
プグレードします。

バンドルのインストール
p.343 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。

SFCFSHA 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。
表 19-2

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 Solaris
SPARC アップグレード

シマンテック製品
バージョン

Solaris 9

5.1

オペレーティングシステ インストーラスクリプトを N/A
ムを少なくとも Solaris 使って 6.2 に直接アッ
10 Update 9、10、11 プグレードします。
のいずれかにアップグ
レードします。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。

5.1 RPx
5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

6.0

Solaris 11

N/A

インストーラスクリプトを N/A
使って 6.2 に直接アッ
プグレードします。

N/A

N/A

6.0 RP1
6.0 PR1

Solaris 10

オペレーティングシステ
ムをサポート対象の
Solaris バージョンのい
ずれかにアップグレー
ドしてから、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
Solaris バージョンにつ
いては『Symantec
Storage Foundation
Cluster File System
High Availability 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
バージョン

Solaris 9

Solaris 10

6.0.1

N/A

インストーラスクリプトを オペレーティングシステ
使って 6.2 に直接アッ ムをサポート対象の
プグレードします。
Solaris バージョンのい
ずれかにアップグレー
ドしてから、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
Solaris バージョンにつ
いては『Symantec
Storage Foundation
Cluster File System
High Availability リリー
スノート』を参照してくだ
さい。

6.0.3
6.0.5
6.1
6.1.1

Solaris 11

メモ: Solaris バージョン 11.1 からは、DMP ネーティブサポートにより ZFS ルートデバイ
スのサポートが提供されています。Solaris 11.1 以降では、DMP ネーティブサポートが
有効な場合、SFCFSHA をアップグレードすることで自動的に ZFS ルートサポートが有
効になります。ただし、以前の Solaris リリースから Solaris 11.1 にアップグレードする場
合、ZFS ルートデバイスに対する DMP サポートは自動的には有効になりません。サポー
トを明示的に有効にする必要があります。

Oracle リソースを使って設定されたシステムで SFCFSHA
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 SFCFSHA 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。
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ルートディスクがカプセル化されている場合のインストー
ラを使ったアップグレードについて
SFCFSHA の前のバージョンでは、ルートディスクがカプセル化されているシステムをアッ
プグレードする際には、最初にカプセル化を解除する必要がありました。SFCFSHA 6.2
にアップグレードする場合は、その処理が不要になりました。次のテーブルを参照してく
ださい。
表 19-3

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

アップグレード前のバージョ アップグレード後のバージョ 必要な処理
ン
ン
5.1

6.2

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

6.2

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

6.2

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

6.2

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

5.1 RPx

5.1 SP1
5.1 SP1 RPx

6.0
6.0 RPx

6.0.1
6.0.3
6.0.5
6.1
6.1.1

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

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

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

■

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

■

次のシステムレベルの設定を実行してください。
■

システムがブートするとき最小数の診断を実行するには diag-level を min に
設定します。システムの設定によっては、アップグレードを実行した後にこの設定
を再び有効にする場合もあります。
{1} ok setenv diag-level min
diag-level=min

■

auto-boot? を false に設定してください。システムが再起動時の厳格な制御の
ためには、この変数を false に設定します。この変数はアップグレードの後に再び
有効にしてください。
{1} ok setenv auto-boot? false
auto-boot?=false

■

システムをアップグレードする間、無関係ジョブが実行されないことを確認するた
めに cron を非アクティブ化してください。次のいずれかを実行します。
Solaris 9:
# /etc/init.d/cron stop

Solaris 10:
# svcadm disable -t svc:system/cron:default

Solaris 11:
# ps -ef | grep cron
# kill cron pid
# svcadm disable svc:/system/cron:default

■

ゾーンがある場合は、シマンテック製品インストーラを使ってグローバルゾーンの
Storage Foundation 製品をアップグレードする前に、非グローバルゾーンにあるパッ
ケージも自動的に更新されるように、すべての非グローバルゾーンがブートされて実
行状態になっていることを確認します。
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Oracle Solaris 10 で、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、動作していない場合、ゾーンに –U オプションをアタッチして非グローバルゾーン
内の SFHA パッケージをアップグレードする必要があります。
Oracle Solaris 11.1 で、非グローバルゾーンに VCS パッケージの以前のバージョ
ン（VRTSperl、VRTSvlic、VRTSvcs、VRTSvcsag、VRTSvcsea）がすでにインストール
されている場合は、グローバルゾーンの VCS パッケージのアップグレード時に、非グ
ローバルゾーン内のパッケージはゾーンが実行状態にあれば自動的にアップグレー
ドされます。非グローバルゾーンが実行状態でない場合は、グローバルゾーン内にシ
マンテック社の発行元を設定する必要があります。また、非グローバルゾーン内の
SFHA パッケージをアップグレードするには、ゾーンに –u オプションをアタッチする
必要があります。以前のバージョンの VRTSvxfs や VRTSodm パッケージを非グロー
バルゾーン内にインストールしている場合は、アップグレードを行う前に手動でアンイ
ンストールする必要があります。 グローバルゾーンのパッケージをアップグレードした
ら、VRTSvxfs と VRTSodm を非グローバルゾーン内に手動でインストールする必要が
あります。
Live Upgrade では、代替ルート環境にもゾーンがある場合、VRTSodm をインストール
できません。最初に VRTSodm パッケージを削除してから、Storage Foundation 製品
をインストールする必要があります。代替ルートを再起動した後に、VRTSodm をインス
トールできます。
■

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

■

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

■

アップグレードするシステムに有効なバックアップがあることを確認します。
p.332 の 「バックアップの作成」 を参照してください。

■

アップグレードするために十分なファイルシステム領域があることを確認します。パッ
ケージ をコピーする場所を特定します。たとえば、ルートファイルシステムに十分な領
域がある場合は /packages/Veritas、/var ファイルシステムに十分な領域がある
場合は /var/tmp/packages にします。
/tmp にはファイルを置かないでください。システムの再起動時に削除されます。

また、アップグレードスクリプトを実行するまでアクセスできないファイルシステムには、
ファイルを保存しないでください。
アップグレードスクリプトへの変更が必要なければ、シマンテック社から提供されたディ
スクを使ってアップグレードすることもできます。
/usr/local が最初にスライスとして作成されていた場合は、変更が必要です。
■

root disk 上にはないファイルシステムはすべてマウント解除します。/etc/vfstab

内でそれらのエントリをコメントアウトしてください。関連付けられたボリュームを停止
し、関連付けられたディスクグループをデポートします。Solaris オペレーティングシス
テムまたは Storage Foundation で想定されるすべてのファイルシステムは、rootdg
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に存在する必要があります。そうでない場合は、そのファイルシステムのマウントを解
除し、/etc/vfstab 内の関連エントリをコメントアウトする必要があります。
■

/usr/sbin/svcadm disable 内の起動スクリプトを編集し、ファイルシステムが存在

しないと異常終了することがわかっているアプリケーションのコマンドまたはプロセスを
コメントアウトします。
■

現在のオペレーティングシステムが製品のバージョン 6.2 をサポートすることを確認
してください。 オペレーティングシステムがこの製品をサポートしない場合は、段階的
アップグレードを計画してください。

■

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

■

rootdg 内にスワップパーティションがない場合は、/etc/vfstab からコメントアウト

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

アップグレード前にファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認しま
す。
p.341 の 「ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認」 を参照してく
ださい。

■

シマンテック社は VxFS 6.2 をインストールする前のサポート対象のバージョンに
VxFS のディスクレイアウトをアップグレードすることを推奨します。サポートされない
ディスクレイアウトバージョン 4、5 と 6 は VxFS 6.2 でオンラインのアップグレードを
行う目的でマウントできます。 VxFS 6.2 をインストールする前にサポートされないレ
イアウトバージョンをオンラインでアップグレードできます。

■

アレイをアップグレードします（必要な場合）。
p.342 の 「アレイサポートのアップグレード」 を参照してください。

■

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

■

ルートディスクがカプセル化されているかどうかを確認します。
p.333 の 「ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバーベースのコーディネーションポイントが現在のフェンシング設定で使わ
れている場合、アップグレード処理を開始する前に CP サーバーが 6.2 にアップグ
レードされていることを確認します。

■

ネーティブスタックの DMP サポートが無効になっていることを確認します
（dmp_native_support=off）。ネーティブスタックの DMP サポートが有効になって
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いると（dmp_native_support=on）、インストーラによりそのことが検出され、システム
を再起動するように求められることがあります。

バックアップの作成
アップグレードの前に、関連するシステム情報を保存します。
バックアップを作成するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

3

インストーラは VxVM プライベートリージョンの設定ファイルの最近のバックアップが
/etc/vx/cbr/bk に保存されていることを検証します。
保存されていない場合は、警告メッセージが表示されます。
警告: /etc/vx/cbr/bk ディレクトリをバックアップします。

4

vfstab.orig に vfstab ファイルをコピーします。
# cp /etc/vfstab /etc/vfstab.orig

5

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

の情報を使って、アップグレード後にシステムを再設定します。

6

Symantec Storage Foundation 6.2 ソフトウェアの高可用性バージョンをインストー
ルしている場合、インストール時に VCS 設定を保持する方法については、『Symantec
Cluster Server インストールガイド』と『Symantec Cluster Server Release Notes』
を参照してください。

7

外部の quotas ファイルと quotas.grp ファイルをバックアップします。
6.0.3 からアップグレードする場合は、quotas.grp.64 ファイルと quotas.64 ファ
イルもバックアップする必要があります。

8

6.0.3 からの段階的アップグレードまたはローリングアップグレードを行う予定があり、
クォータを使用している場合は、無効にする必要があります。
# vxquotaoff -av

9

クォータがすべてのマウントされているファイルシステムでオフになっていることを確
認します。
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ルートディスクがカプセル化されているかどうかの確認
アップグレードする前に次のコマンドを実行して、ルートディスクがカプセル化されている
かどうかを確認する必要があります。
# mount | grep "/ on"

このコマンドからの出力が/dev/vx/dsk/bootdg/rootvolでようにvxおよびrootvol含
んでいるパス名を含んでいれば、ルートディスクはカプセル化されます。
ルートディスクがカプセル化されている場合は、該当するアップグレード手順に従ってく
ださい。
p.328 の 「ルートディスクがカプセル化されている場合のインストーラを使ったアップグレー
ドについて」 を参照してください。

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

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

■

root 権限があることを確認します。インストールとアップグレード手順を実行するには
root 権限が必要です。

■

VVR を使ったレプリケーションが設定されている場合は、アップグレードする前に、
ディスクグループバージョンを少なくとも 110 にしておくことをお勧めします。
次のコマンドを使ってディスクグループバージョンを確認できます。
# vxdg list diskgroup

■

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

■

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

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

■

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

端末エミュレーションの問題をすべて解決していることを確認します。使う端末に、
OpenBoot プロンプトと、シングルユーザーおよびマルチユーザー実行レベル用の
すべての機能が用意されていることを確認します。

詳しくは、『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions レプリケー
ション管理者ガイド』を参照してください。
詳しくは『スタートガイド』を参照してください。

前の VVR バージョンからのアップグレードの計画
VVR を以前の VVR バージョンからアップグレードする場合、ホストを個別の時間にアッ
プグレードすることによって、アプリケーション停止時間を減らして、VVR をアップグレー
ドできます。プライマリがアップグレードされる間、アプリケーションはセカンダリに移行さ
れるので、ダウンタイムを削減できます。プライマリをアップグレードすると、VVR のバー
ジョンがセカンダリと異なるものになりますが、それでも複製は可能です。 この機能によ
り、両方のサイト上で VVR アップグレードが完了しなくても、高可用性を保つことができ
ます。 セカンダリホストは、RDS（Replicated Data Set）のプライマリホストより前にアップ
グレードすることをお勧めします。
Storage Foundation バージョンをわたってレプリケートするための VVR サポートに関す
る情報が記載されている『Symantec Storage Foundation リリースノート』を参照してくだ
さい。
異なるバージョン間でレプリケートするのは、プライマリとセカンダリを同時にアップグレー
ドすることの制限を取り除くためです。 VVR は、アップグレードするシステムで RVG
（Replicated Volume Group）のある既存の RDS をレプリケートし続けることができます。
プライマリとセカンダリが異なるバージョンであるとき、VVR は vradmin コマンドでの設定
の変更、または新しい RDS の作成をサポートしません。
TCP をネットワークプロトコルとして指定する場合は、プライマリおよびセカンダリの VVR
バージョンによって、チェックサムが計算されるかどうかが決まります。 表 19-4 に示すよ
うに、プライマリまたはセカンダリで 6.2 以前のバージョンの VVR が動作していて、TCP
プロトコルを使う場合は、レプリケートするデータパケットごとにチェックサムが計算されま
す。 プライマリとセカンダリで VVR 6.2 が動作している場合は、チェックサムは計算され
ません。 代わりに TCP チェックサム機構が使われます。
表 19-4

VVR バージョンとチェックサム計算

6.2 以前の VVR

VVR 6.2

（DG バージョン <= 140）

（DG バージョン >= 150）

プライマリ

セカンダリ

はい

セカンダリ

プライマリ

はい

プライマリとセカンダリ

VVR がチェックサム TCP 接
続を計算するかどうか

はい
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6.2 以前の VVR

VVR 6.2

（DG バージョン <= 140）

（DG バージョン >= 150）
プライマリとセカンダリ

VVR がチェックサム TCP 接
続を計算するかどうか
いいえ

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

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

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

■

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

■

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

■

IPv6 専用ノード間のレプリケーションをサポートする

■

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

■

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

各国化環境で VVR を使うための追加設定
VVR の言語パッケージがインストールされており、クライアントロケールが英語以外のサ
ポート対象ロケールである場合、VVR は各国化メッセージを表示します。 クライアントロ
ケールは、VVR のコマンドラインまたは GUI にアクセスするロケールです。 たとえば、
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VVR の日本語版がインストールされており、クライアントロケールが日本語である場合は、
メッセージが日本語ロケールで表示されます。
VVR RDS セットアップの一部になるすべてのホストに適切なロケールがインストールされ
ていることを確認してください。 適切なロケールがインストールされていない場合、VVR
の一部のエラーメッセージは、デフォルトのロケールである英語で表示されます。 RDS
の一部になるすべてのホストで次の設定を必ず行ってください。
■

必要なクライアントロケールをオペレーティングシステムのディスクからインストールす
る。

■

必要な Volume Manager と VVR の各国化パッケージをインストールする。

■

VVR インターフェースを使う前にクライアントロケールを設定する。
■

VVR のコマンドラインに対しては、オペレーティングシステムの適切な方法を使っ
てロケールを設定する。

■

VRW に対しては、VRW のログインページからロケールを選択する。

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

「サービスグループのフリーズとすべてのアプリケーションの停止」

■

「VCS エージェントが設定されている場合のアップグレードの準備」

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

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

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

3

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

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

■

アプリケーションリソースが、RVGShared リソースと同じサービスグループに含
まれる場合、アプリケーションリソースのみを OFFLINE にします。
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専用ディスクグループ環境では次のように操作します。
■

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

■

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

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

4

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

5

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

6

クラスタ内の任意のノードで、手順 5 の出力に表示された各グループ名に対して次
のコマンドを入力し、ClusterService グループを除くすべてのサービスグループを
フリーズします。
# hagrp -freeze group_name -persistent

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

7

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

メモ: クラスタの各ノードに対して手順 3 から手順 7 の実行が完了した場合のみ、処
理を続行してください。
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8

クラスタ内の任意のノードで、次のコマンドを入力し、RVG リソースを含むサービス
グループと、各サービスグループがオンラインになっているノードのリストを表示しま
す。
# hares -display -type RVG -attribute State
Resource
Attribute
System
Value
VVRGrp
State
sys2
ONLINE
ORAGrp
State
sys2
ONLINE

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

9

クラスタの各ノード上で、8 の手順を繰り返します。

10 専用ディスクグループの場合、ディスクグループのインポート先のホストを確認して
書き留めておきます。
p.338 の 「ディスクグループがオンラインであるノードの確認」 を参照してください。

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

後で使うためにマスターを書き留めて記録しておきます。

ディスクグループがオンラインであるノードの確認
専用ディスクグループの場合、RVG リソースが含まれるディスクグループのインポート先
のホストを確認して書き留めておきます。 この情報は、アップグレードの後で設定を復元
するために必要になります。
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オンラインディスクグループを確認するには

1

クラスタ内の任意のノードで、設定に含まれるディスクグループを一覧表示し、出力
に表示されたディスクグループ名を後で使えるように書き留めておきます。
# hares -display -type RVG -attribute DiskGroup

メモ: VCS の制御下にあるディスクグループのリストを記録します。

2

手順 1 の出力に一覧表示されたディスクグループそれぞれについて、対応するディ
スクグループのリソース名を一覧表示します。
# hares -list DiskGroup=diskgroup Type=DiskGroup

3

手順 2 の出力に一覧表示されたディスクグループのリソース名それぞれについて、
次のコマンドを入力してディスクグループのインポート先ノードを確認して書き留め
ます。
# hares -display dg_resname -attribute State

出力に、VCS の制御下にあるディスクグループと、そのディスクグループのインポー
ト先ノードが表示されます。

VCS エージェントが設定されている場合のアップグレードの準備
VCS エージェントを設定したら、main.cf や types.cf のような設定ファイルのバック
アップを作成することを推奨します。これらのファイルは、/etc/VRTSvcs/conf/config
ディレクトリにあります。
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アップグレード用に VCS エージェントを伴う設定を準備するには

1

各ノードで次のコマンドを入力して、それぞれのノード上のディスクグループを一覧
表示します。
# vxdisk -o alldgs list

出力に、VCS の制御下にあるディスクグループと VCS の制御下にないディスクグ
ループのリストが表示されます。
メモ: ローカルにインポートされていないディスクグループは括弧内に表示されます。

2

どのノードにもインポートされていないディスクグループがある場合は、それらをイン
ポートします。 VCS 設定に含まれるディスクグループは、任意のノード上にインポー
トできます。 VCS の制御下にないディスクグループについては、ディスクグループ
をインポートする、適切なノードを選択してください。 該当するノードに次のコマンド
を入力します。
# vxdg -t import diskgroup

3

ディスクグループがすでにインポート済みの場合は、インポート先のノードで次のコ
マンドを入力して、ディスクグループを回復します。
# vxrecover -bs

4

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

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

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード前のタス
ク
メモ: Sfua_Base リポジトリリソースグループは main.cf ファイルから削除されます。
SFCFSHA 6.2 製品の個別のサービスグループとしては必要ありません。
SFCFSHA をアップグレードする前に次の手順を実行します。
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リポジトリデータベースを移行する準備を行うには
◆

アップグレードする前にすべての既存スナップショットの再同期を行います。Oracle
ユーザーで次を実行します。
$ /opt/VRTS/bin/dbed_vmsnap -S $ORACLE_SID ¥
-f SNAPPLAN -o resync

警告: アップグレード後は Database Flashsnap クローンデータベースを引き継ぐ
ことはできません。6.2 へのアップグレードの後、新しい Database Flashsnap クロー
ンデータベースを作成する必要があります。

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認
すべてのファイルシステムが正常にマウント解除されたことを確認します。
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ファイルシステムが正常にマウント解除されたことを確認するには

1

すべてのファイルシステムが正常にマウント解除されたことを確認します。
# echo "8192B.p S" | /opt/VRTS/bin/fsdb filesystem | ¥
grep clean
flags 0 mod 0 clean clean_value

clean_value 値が 0x5a の場合、ファイルシステムは正常にマウント解除されていま
す。 値が 0x3c の場合、ファイルシステムは正常にマウント解除されていません。 値
が 0x69 の場合、ファイルシステムが正常にマウント解除されたかどうか不明です。
正常にマウント解除されたかどうかが不明なファイルシステムでは、拡張処理が未完
了です。

2

ファイルシステムが正常にマウント解除されていない場合、そのファイルシステムに
対して次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/fsck -F vxfs filesystem
# /opt/VRTS/bin/mount -F vxfs Block_Devicemountpoint
# /opt/VRTS/bin/umount mountpoint

これらのコマンドを実行すると、そのファイルシステム上の拡張処理が完了し、ファイ
ルシステムが正常にマウント解除されます。
umount コマンドの実行が失敗して次のエラーが表示された場合、大きいサイズの

パッケージ のクローンを削除するための拡張処理が進行中の可能性があります。
file system device busy

次のメッセージがコンソールに表示された場合、拡張処理が進行中です。
Storage Checkpoint asynchronous operation on file_system
file system still in progress.

3

拡張処理が進行中の場合、その拡張処理が完了するまで、そのファイルシステムを
マウントしたままにしておく必要があります。 パッケージ クローンのサイズがきわめて
大きい場合、削除に数時間かかる可能性があります。

4

手順 1 を再度実行し、ファイルシステムがマウント解除されたことを確認します。

アレイサポートのアップグレード
Storage Foundation 6.2 リリースには、単一のパッケージである VRTSaslapm にすべて
のアレイサポートが含まれます。アレイサポートパッケージには、以前に VRTSvxvm パッ
ケージに含まれていたアレイサポートが含まれます。またアレイサポートパッケージには、
以前に外部アレイサポートライブラリ（ASL）とアレイポリシーモジュール（APM）としてパッ
ケージ化されていたサポートも含まれます。
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サポート対象アレイについて詳しくは、6.2 ハードウェア互換性リストを参照してください。
製品インストーラで Storage Foundation 製品をアップグレードする場合、インストーラが
自動的にアレイサポートをアップグレードします。手動手順で Storage Foundation 製品
をアップグレードする場合は、以前にシステムにインストールした外部 ASL または APM
をすべて削除してください。外部 ASL または APM が検出された場合、VRTSvxvm パッ
ケージのインストールはエラーになって終了します。
Storage Foundation 6.2 をインストールした後、シマンテック社は VRTSaslapm パッケー
ジ への更新を通して、新しいディスクアレイのサポートを提供します。
アレイのサポートについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation Cluster File
System High Availability 管理者ガイド』を参照してください。

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、パッケージ、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。
リリースは、次のカテゴリに分けられます。
表 19-5

リリースレベル

レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

BASE

機能

パッケージ

リリースタイ
プ

ダウンロード
場所

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）
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レベル

内容

フォームファ 適用先
クタ

リリースタイ
プ

Maintenance

修正、新機能

パッケージ

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

パッケージ

単一製品

ダウンロード
場所
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 パッケージ とパッチを見つけ、
複数のリリースの パッケージ 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 パッケージ 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。
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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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20
インストーラによる Storage
Foundation Cluster File
System High Availability の
完全アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

完全アップグレードの実行

■

Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA のアップグレード

■

SFDB のアップグレード

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

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認

■

main.cf ファイルの更新

■

アップグレードの実行

■

設定の更新と起動の確認

ファイルシステムが正常にマウント解除されていることの確認
SFCFSHA 6.2 にアップグレードする前に、ファイルシステムが正常にマウント解除され
ていることを確認します。ログが再生されファイルシステムが正常にマウント解除されたと
してマーク付けされていることを確認するには、次の処理を行います。
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ファイルシステムが正常にマウント解除されていることを確認するには

1

クラスタ内のいずれかのノードでスーパーユーザーとしてログインします。

2

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

hagrp
hagrp
hagrp
hagrp

-offline
-offline
-offline
-offline

group
group
group
group

-sys
-sys
-sys
-sys

sys1
sys2
sys3
sys4

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

3

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

4

各 VxFS ファイルシステムを確認して修復します。
# fsck -F vxfs /dev/vx/rdsk/diskgroup/volume
/opt/VRTS/binのfsckコマンドはブロックか文字型デバイスを

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

main.cf ファイルの変更
main.cf ファイルのコピーを保存し、main.cf ファイル内の設定情報を変更します。
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main.cf ファイルを変更するには

1

いずれかのノードで、現在の main.cf ファイルのコピーを作成します。次に例を示
します。
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/main.save

2

手順 3 から手順 9 を実行するノードをクラスタから 1 つ選択します。

3

手順 2 で選択したノードで、次のように入力します。
#
#
#
#
#
#

4

クラスタのすべてのノードで、次のように入力します。
#
#
#
#

5

haconf -makerw
hares -unlink vxfsckd qlogckd
hares -unlink qlogckd cvm_clus
hares -link vxfsckd cvm_clus
hares -delete qlogckd
haconf -dump -makero

ps -ef | grep qlogckd
kill -9 pid_of_qlogckd
modinfo | grep -i qlog
modunload -i module_id_of_qlog

手順 2 で選択したノードで、すべてのノードの VCS を停止します。
# /opt/VRTS/bin/hastop -all -force

6

手順 2 で選択したノードで、VCS Cluster Manager（Web コンソール）を設定して
ある場合は、次の手順を完了して /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイ
ルを修正します。
■

VRTSweb を削除します。
Process VRTSweb (
PathName = "/opt/VRTSvcs/bin/haweb"
Arguments = "10.129.96.64 8181"
)

■

以下の内容で置換します。
VRTSWebApp VCSweb (
Critical =0
AppName = vcs
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InstallDir = "/opt/VRTSweb/VERITAS"
TimeForOnline = 5
)
■

ClusterService グループで NIC リソースを追加します。 たとえば、NIC リソース
の名前が csgnic で、パブリック NIC デバイスが hme0 である場合は、次を追加
します。
NIC csgnic (
Device = hme0

■

ClusterService グループの新しいリソースに新しい依存関係を追加します。た
とえば、VRTSWebApp、NotifierMngr、IP、NIC リソースの名前を使って、以下
のような行を入力します。
VCSweb requires webip
ntfr requires csgnic
webip requires csgnic

7

手順 2 で選択したノードで、qlogckd を /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
ファイルから削除します。 次に例を示します。
CFSQlogckd qlogckd (
Critical = 0
)
qlogckd のすべての依存関係を main.cf ファイルから削除することを確認します。

8

手順 2 で選択したノードで、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構
文を検証します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# /opt/VRTS/bin/hacf -verify .

9

手順 2 で選択したノードで、VCS を起動します。
# /opt/VRTS/bin/hastart
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10 クラスタの残りのノードで、VCS を起動します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

11 VVR が設定されている場合は、サービスグループをフリーズし、アプリケーションを
停止します。
p.336 の 「サービスグループのフリーズとすべてのアプリケーションの停止」 を参照し
てください。

アップグレードの実行
アップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

システムの DVD-ROM ドライブに適切なメディアを挿入します。

3

システムでボリューム管理ソフトウェアが実行されている場合、ソフトウェアディスクは
/cdrom として自動的にマウントされます。
ボリューム管理ソフトウェアを使ってディスクをマウントできない場合は、次のように入
力して、手動でマウントする必要があります。
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom

ここで c#t#d# には、CD ドライブの場所を指定します。

4

ディスクの最上位ディレクトリに変更します。
# cd /cdrom
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5

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

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

hagrp
hagrp
hagrp
hagrp

-offline
-offline
-offline
-offline

group
group
group
group

-sys
-sys
-sys
-sys

sys1
sys2
sys3
sys4

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

各 SFCFSHA サービスグループに対してこの手順を実行します。

6

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

7

ソフトウェアをアップグレードするシステム名（次の例では「sys1」と「sys2」）を入力す
るよう求められます。システム名（1 つまたは複数）を入力し、Return キーを押しま
す。
Enter the 64 bit <platform> system names separated by
spaces: [q, ?] sys1 sys2

8

初期システムチェック中に、インストーラはシステム間の通信が設定されていることを
確認します。
インストーラがハングアップする場合やログインパスワードを尋ねる場合は、システム
間の SSH または RSH の通信をインストーラで設定するオプションを選択できます。
この設定を許可する場合は通信タイプを選択して各システムのルートパスワードを
指定します。

9

プロンプトで、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
を指定します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the sfcfsha/EULA/
en/EULA_SFHA_Ux_version.pdf file present on media? [y,n,q,?] y
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10 EULA を受け入れ、システムチェックが完了した後、アップグレードされるパッケージ
の一覧が表示されます。Enter キーを押してアップグレードを続行します。

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

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

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

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

15 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。
■

この VCS クラスタのセキュアモードを有効にしますか。[y,n,q]
セキュアモードを有効にし、さらにアクセス権を設定するには、y を入力します。

■

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、?]。
■

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。

メモ: 複数のユーザーグループ名はスペースで区切ります。特定のノードのユーザー
グループに読み込みアクセス権を許可するには、<usergroup>@<node_name>
でユーザーグループを指定します。ここでユーザーグループを指定して、後でユー
ザーグループを作成することもできます。
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16 アップグレードする前にブートディスクをカプセル化している場合は y キーを押すと、
概略情報と再ブート情報が表示されます。
システムでシマンテック製品が正しく動作するまで、ログファイルは削除しないでくだ
さい。テクニカルサポートでは、デバッグの目的でこれらのログファイルが必要になり
ます。

17 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。ブートが正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループを再結合します。アップグレードに失敗した場合は、バックアップディス
クグループに戻してください。
p.428 の 「現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結
合」 を参照してください。
p.429 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

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

1

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

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

2

LLT が動作していることを確認します。
# lltconfig
LLT is running

3

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

4

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

5

アップグレードしたすべてのノードが実行状態になっていることを確認します。
# gabconfig -a
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6

アップグレード後に開始に失敗するプロセスがある場合、次を入力してプロセスを開
始します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<version> -start sys1sys2
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.78 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。

7

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

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

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

■

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

■

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

VVR が設定されているときに、CVM と SFCFSHA グループがオフラインの場合、
それらのグループを次の手順でオンライン状態にします。
すべてのシステムの CVM グループをオンラインにします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys1
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys2

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

すべてのシステムの SFCFSHA グループをオンラインにします。
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys1
# /opt/VRTS/bin/hagrp -online group_name -sys sys2

ここで group_name には、CFSMount リソースを保有している VCS サービスグルー
プを指定します。
SFCFSHA サービスグループがオンライン状態にならない場合、ファイルシステムが
正常にマウント解除されていない可能性があります。
メモ: SFCFSHA 6.2 にアップグレードするときにファイルシステムが正常にマウント
解除されていない場合、共有ディスクグループをデポートし、それを非共有としてイ
ンポートする必要があります。インポートが完了したら fsck を実行します。fsck は
正常に終了する必要があります。次にディスクグループをデポートし、それを共有と
して再度インポートします。

9

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

10 CVM マスターノードで、CVM プロトコルをアップグレードします。次を入力します。
# vxdctl upgrade
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Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA 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 SFCFSHA 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。
SFCFSHA 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.171 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。
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8

インストーラが、アップグレードするいずれかのシステムにミラー化されカプセル化さ
れたブートディスクがあるかどうかを検出します。ミラー化されたブートディスクがある
各システムでは、ブートディスクグループのバックアップを作成することができます。
バックアップを作成するには、［すべてのシステムのミラーを分割します（Split mirrors
on all the systems）］ボックスにチェックマークを付けます。 すべてのシステムでバッ
クアップディスクグループに同じ名前を使うには、適切なボックスにチェックマークを
付けます。 デフォルト名を使うか、新しい名前を指定できます。 バックアップを作成
するシステムを確認します。 準備ができたら、［次へ（Next）］ボタンをクリックします。

9

［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。

10 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、?]。
■

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]

11 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。
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0

12 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。
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13 ［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。

14 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。

15 この手順は、ミラー化されたルートディスクを分割してバックアップしたときにのみ実
行します。再起動が正常に実行されたら、アップグレードを確認し、バックアップディ
スクグループをアップグレードしたブートディスクグループに再結合します。アップグ
レードに失敗した場合は、ブートディスクグループをバックアップディスクグループに
戻してください。
p.428 の 「現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結
合」 を参照してください。
p.429 の 「アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻
す」 を参照してください。

SFDB のアップグレード
SFDB ツールの 6.x から 6.2 へのアップグレードがデフォルトで有効になっている場合、
vxdbd デーモンが設定されていることを意味します。SFDB ツールが無効になっている
場合、有効にすることができます。
SFDB ツールを有効にするには

1

root としてログインします。

2

次のコマンドを実行して、vxdbd デーモンを設定し、起動します。

# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
メモ: 認証設定を含む SFDB インストールを 6.2 にアップグレードすると、このコマンドは
エラーにより失敗します。 この問題を解決するには、SFDB 認証を再度設定してくださ
い。 詳しくは、『Storage and Availability Management for Oracle Databases』または
『Storage and Availability Management for DB2 Databases』を参照してください。
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SFCFSHA のローリングアッ
プグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行

インストーラを使ったローリングアップグレードの実行
アプリケーションダウンタイムを最小限に抑えながら、Symantec Storage Foundation
Cluster File System High Availability を最新のリリースにアップグレードするには、ロー
リングアップグレードを使用します。

ローリングアップグレードについて
ローリングアップグレードにより、高可用性クラスタのダウンタイムが、サービスグループ
フェールオーバーの実行に要する時間にまで最小化されます。 ローリングアップグレー
ドには、インストーラがカーネルパッケージをアップグレードする段階 1 と、VCS エージェ
ント関連 パッケージ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 21-1 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 21-1
SG1

SG2

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

SG2

SG3

SG3

SG3

ノード A

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、SFCFSHA
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 21-1 に、Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2
へのローリングアップグレードを実行できる SFCFSHA のバージョンを示します。
表 21-1

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

SFCFSHA のバージョン

Solaris 10 SPARC

5.1、5.1 RP
5.1 SP1、5.1 SP1 RP
6.0、6.0 RP1
6.0.1、6.0.3、6.0.5
6.1、6.1.1

Solaris 11 SPARC

6.0PR1
6.0.1、6.0.3、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。

Solaris 10 のローカルゾーンでのローリングアップグレードについて
Solaris 10 でローリングアップグレードを実行する前に、VxFS に作成した VCS 制御下
のローカルゾーングループをオフラインにします。ローリングアップグレードが完了したら、
サービスグループをオンラインにします。
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ローカルゾーングループをオフラインにするには

1

クラスタのローカルゾーングループをオフラインにします。
# hagrp -offline

2

localzone_group

-any

ローカルゾーングループをフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze localzone_group

-persistent

# haconf -dump -makero

3

グループがオフラインでフリーズ状態であることを確認します。

4

ローリングアップグレードを実行します。

5

ローリングアップグレードが完了したら、次のアップグレード後のタスクを実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze localzone_group

-persistent

# haconf -dump -makero

6

ローカルゾーンをグローバルゾーンと同期します。
# zoneadm -z <zone-name> attach -U

7

クラスタのローカルゾーンサービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online

localzone_group

-any

Solaris 11 のローカルゾーンでのローリングアップグレードについて
Solaris 11 でローリングアップグレードを実行する前に、まず VCS 制御下のすべての
ローカルゾーンでサービスグループをオフラインにしてフリーズします。 ローリングアップ
グレードが完了したら、サービスグループをアンフリーズしてオンラインにします。
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ローカルゾーングループをオフラインにするには

1

クラスタのローカルゾーングループをオフラインにします。
# hagrp -offline

2

localzone_group

-any

ローカルゾーングループをフリーズします。
# haconf -makerw
# hagrp -freeze localzone_group

-persistent

# haconf -dump -makero

3

グループがオフラインでフリーズ状態であることを確認します。

4

ローリングアップグレードを実行します。

5

ローリングアップグレードが完了したら、次のアップグレード後のタスクを実行します。
# haconf -makerw
# hagrp -unfreeze localzone_group

-persistent

# haconf -dump -makero

6

ローカルゾーンとローカルゾーンがあるノードのグローバルゾーンを同期します。
# pkg set-publisher -p /release_media/pkgs/VRTSpkgs.p5p Symantec

グローバルゾーンのリポジトリサービスの有効化
# svcadm enable svc:/application/pkg/system-repository
# zoneadm -z <zone-name> attach -U

7

クラスタのローカルゾーンサービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online

localzone_group

-any

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。
VCS の制御下にないすべての VxVM ボリュームのすべてのアクティビティを停止しま
す。たとえば、ボリュームにアクセスするデータベースなどのアプリケーションを停止し、ボ
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リューム上に作成されたファイルシステムをマウント解除します。すべてのボリュームを停
止します。
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。
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

2

必要であれば、オペレーティングシステムの更新を完了します。手順については、
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。
ノードはオペレーティングシステム更新後に再起動します。

3

スーパーユーザーとしてログインし、SFCFSHA 6.2 インストールメディアをマウント
します。

4

最初のサブクラスタの予備手順を再度完了します。

5

ルートから、インストーラを開始します。
# ./installer

6

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。

7

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。

8

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。

9

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。

10 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。

11 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。
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12 ブートディスクがカプセル化されていて、ミラー化されている場合は、バックアップブー
トディスクを作成できます。
バックアップブートディスクを作成するように選択する場合は、y と入力します。 ブー
トディスクグループのバックアップ名を指定するか、デフォルトの名前を受け入れま
す。 次に、インストーラでブートディスクグループのバックアップが作成されます。
選択したノード（複数可）でアップグレードされる パッケージ の一覧が表示されます。

13 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。

14 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。

15 関連プロセスが停止され、旧カーネルパッケージがアンインストールされて、新しい
パッケージ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。

16 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。

17 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
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18 必要な場合、まだアップグレードしていないノードのオペレーティングシステムに更
新を完了します。 手順については、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。
ノードはオペレーティングシステム更新後に再起動します。

19 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 9 から手順 15 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。

20 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。

21 アップグレードする残りのパッケージが確認されます。 Enter キーを押して続行しま
す。

22 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]
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23 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]

24 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 パッケージ 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。

25 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。

26 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。

27 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。

Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA のローリングアップグ
レードの実行
この項では、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.359 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。
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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

必要であれば、オペレーティングシステムの更新を完了します。手順については、
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。
ノードはオペレーティングシステム更新後に再起動します。

3

Web ベースのインストーラを起動します。
p.171 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（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。

5

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。

6

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。

7

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。

8

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。

9

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。

10 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。
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11 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。

12 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。

13 すべてのノードのカーネルパッケージがアップグレードされるまで、手順 6 から手順
12 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。

14 まだアップグレードしていないノードのオペレーティングシステムに更新を完了しま
す。 手順については、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。
ノードはオペレーティングシステム更新後に再起動します。

15 メッセージが表示された場合は、まだアップグレードしていないノードで手順 4 から
手順 12 を実行します。

16 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.171 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。

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,?]
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■

■

■

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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22
SFCFSHA 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。
■

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

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の実行には次のタスクが含まれます。
■

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動

■

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（必要な場合）

■

最初のサブクラスタでの SFCFSHA スタックのアップグレード

■

2 番目のサブクラスタの準備

■

1 番目のサブクラスタのアクティブ化

■

2 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード（必要な場合）

■

2 番目のサブクラスタのアップグレード

■

段階的アップグレードの終了

クラスタの前半のアップグレードを開始する前に、ディレクトリ
/etc/VRTSvcs/conf/config/ にある VCS 設定ファイル main.cf と types.cf のバッ
クアップを作成します。
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段階的アップグレードの前提条件
アップグレードを開始する前に、アップグレードの対象となるノードすべてについてライセ
ンスの状態を確認します。 この手順の間に、アプリケーションにダウンタイムが発生する
ことに注意してください。

段階的アップグレードの計画
どのサービスグループの休止時間も最短になるように、サービスグループのノード間移動
を計画します。 その基本的な指針は次のとおりです。
■

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

■

はじめのサブクラスタをアップグレードしている間、優先度の高いサービスグループが
オンラインのままとなるようにクラスタを分割します。

段階的アップグレードの制限事項
次の制限事項では、主として段階的アップグレード中の設定やサービスグループの変更
に関する制限を示します。
■

アップグレードを実行している間は、モジュールを開始しないようにしてください。ま
た、任意のノードにサービスグループを追加したり、削除したりしないでください。

■

設定によっては、複数のノードを同時にアップグレードできない場合があります。一度
に 1 つのノードしかアップグレードできません。

■

非常に大規模なクラスタの場合は、クラスタのアップグレードを行ううえで、ここに説明
する手順を複数回繰り返す必要性が生じる場合があります。

■

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

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

1

クラスタの前半から、クラスタの後半のノードのいずれかにフェールオーバーグルー
プを切り替えます。この手順で、sys1 はクラスタの前半のノードであり、sys4 はクラ
スタの後半のノードです。次を入力します。
# hagrp -switch failover_group -to sys4

2

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

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

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

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

4

クラスタの前半で、CVM グループを含む VCS サービスグループすべてをオフライ
ンにします。 次を入力します。
# hagrp -offline group_name -sys sys1

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

5

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

6

クラスタの前半のノードをフリーズします。次を入力します。
# haconf -makerw
# hasys -freeze -persistent sys1
# haconf -dump -makero

7

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

VCS を停止しないでください。ポート h は稼動している必要があります。
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8

クラスタの前半で、VxVM と CVM ボリュームすべてを停止します。ディスクグループ
ごとに、次のコマンドを入力します。
# vxvol -g diskgroup stopall

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

9

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。
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。
OS 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
いことを確認します。
LLT が自動的に起動しないようにするには次のコマンドを実行します。
# mv /etc/llttab /etc/llttab.save

または、LLT_START = 0 に設定して /etc/sysconfig/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。

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

クラスタの前半で、installsfcfsha スクリプトを使用して SFCFSHA をアップグレード
します。 installsfcfsha スクリプトを使った例を次に示します。
# ./installsfcfsha -upgrade sys1

<sys1> は最初のサブクラスタのノードです。
クラスタの前半のアップグレードが完了した後、gabconfig -a の出力で表示され
る GAB ポートはありません。
メモ: 2 番目のサブクラスタの準備が完了するまで 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。p.376 の 「2 番目のサブクラスタの準備」 を参照してくだ
さい。
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2 番目のサブクラスタの準備
2 番目のサブクラスタを準備するには

1

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

2

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

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

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

3

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

4

クラスタの後半で、CVM グループを含む VCS サービスグループすべてをオフライ
ンにします。次を入力します。
# hagrp -offline group_name -sys sys4

5

クラスタの後半で、VCS サービスグループがオフラインであることを検証します。次
を入力します。
# hagrp -state group_name
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6

クラスタの後半の VCS を停止します。次を入力します。
# hastop -local
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7

クラスタの後半で、GLM、ODM、GMS、VxFEN、GAB、LLT の SFCFSHA モジュー
ルを停止します。次を入力します。
5.1 の場合:
Solaris 9 の場合:

#
#
#
#
#
#

modunload -i [modid of vxglm]
/etc/init.d/vxodm stop
modunload -i [modid of vxgms]
/etc/init.d/vxfen stop
/etc/init.d/gab stop
/etc/init.d/llt stop

Solaris 10 および 11 の場合:

#
#
#
#
#
#

modunload -i [modid of vxglm]
/usr/sbin/svcadm disable -st vxodm
modunload -i [modid of vxgms]
/usr/sbin/svcadm disable -st vxfen
/usr/sbin/svcadm disable -st gab
/usr/sbin/svcadm disable -st llt

または
次を入力して、これらのすべてのプロセスを停止できます。
# ./installer - stop

または
# ./installsfscfsha - stop

メモ: 製品バージョン 5.1 以降にアップグレードした場合にのみ、プロセスを停止す
るためにこのコマンドを使うことができます。5.0 MP3 からアップグレードした場合は
手動の手順で実施する必要があります。
5.0MP3 の場合:
#
#
#
#

/etc/init.d/odm stop
/etc/init.d/vxfen stop
/etc/init.d/gab stop
/etc/init.d/llt stop
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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をアクティブにするには

1

再ブートが不要な場合はクラスタ前半の 1 つのノードで llt と gab を起動します。
# /usr/sbin/svcadm enable llt
# /usr/sbin/svcadm enable gab
# /sbin/gabconfig -x

2

クラスタの前半で、SFCFSHA を起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfcfsha<version> -start sys1 sys2

<version> は特定のリリースバージョンです。
p.78 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

クラスタの前半のノードをフリーズ解除します。次を入力します。
# haconf -makerw
# hasys -unfreeze -persistent node_name
# haconf -dump -makero

4

Solaris 10 を使うノードでは、クラスタの前半の VCS を起動します。
# svcadm enable system/vcs

5

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

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

6

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

次を入力します。
Solaris 9 の場合:

#
#
#
#
#
#

modunload -i [modid of vxglm]
modunload -i [modid of vxgms]
/etc/init.d/vxodm stop
/etc/init.d/vxfen stop
/etc/init.d/gab stop
/etc/init.d/llt stop

Solaris 10 および 11 の場合:

#
#
#
#
#
#

modunload -i [modid of vxglm]
/usr/sbin/svcadm disable -st vxodm
modunload -i [modid of vxgms]
/usr/sbin/svcadm disable -st vxfen
/usr/sbin/svcadm disable -st gab
/usr/sbin/svcadm disable -st llt

または
次を入力して、これらのすべてのプロセスを停止できます。
# ./installer/installsfcfs/installsfcfsha - stop

メモ: 製品バージョン 5.1 以降にアップグレードした場合にのみ、プロセスを停止す
るためにこのコマンドを使うことができます。5.0 MP3 からアップグレードした場合は
手動の手順で実施する必要があります。
クラスタの後半で、必要に応じて、オペレーティングシステムをアップグレードします。
手順については、オペレーティングシステムのアップグレードパスを参照してくださ
い。
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2 番目のサブクラスタのアップグレード
2 番目のサブクラスタをアップグレードするには

1

次を入力します。
# ./installsfcfsha -upgrade node_name

2

クラスタの後半で、SFCFSHA を起動します（再ブートが不要な場合）。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfcfsha<version> -start sys3 sys4

<version> は特定のリリースバージョンです。

段階的アップグレードの完了
段階的アップグレードを完了するには

1

2 番目のサブクラスタのノードのクラスタ UUID が 1 番目のサブクラスタのノードのク
ラスタ UUID と同じであることを確認してください。次のコマンドを実行してクラスタの
UUID を表示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -display nodename

クラスタ UUID が異なっている場合は、1 番目のサブクラスタのノードから、2 番目の
サブクラスタのノードにクラスタ UUID を手動でコピーします。次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl [-rsh] -clus -copy -from_sys ¥
node01 -to_sys node03 node04

2

2 番目のサブクラスタのノードで、すべての GAB ポート a、b、d、h、m、u、v、w、f
を ONLINE にします。すべての CFS マウントサービスグループも自動的にオンラ
インになります。

3

Solaris 10 を使うノードでは、クラスタの前半の VCS を起動します。
# svcadm enable system/vcs

4

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

5

どのノードが CVM マスターであるかを調べます。次を入力します。
# vxdctl -c mode
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6

CVM マスターノードで、CVM プロトコルをアップグレードします。次を入力します。
# vxdctl upgrade
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応答ファイルを使用した
SFCFSHA 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 SFCFSHA のアップグレード

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をアップグ
レードするための応答ファイル変数

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 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、SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA のサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った SFCFSHA のアップグレード
一般に、あるシステムで SFCFSHA のアップグレードを実行した後にインストーラによっ
て生成された応答ファイルは、他のシステムで SFCFSHA をアップグレードするために
使えます。
インストーラの makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもで
きます。
# ./installer -makeresponsefile
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SFCFSHA の自動アップグレードを実行するには

1

SFCFSHA をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていること
を確認します。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

SFCFSHA をアップグレードするシステムに応答ファイルをコピーします。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからアップグレードを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installsfcfsha -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。

Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability をアップグレードするための応答ファイ
ル変数
表 23-1 に、SFCFSHA を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示しま
す。
表 23-1

SFCFSHA 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{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

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
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変数

説明

CFG{opt}{keyfile}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイ
ルの場所を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやパッケージを保
管する作業ディレクトリの作成場所を定義します。デフォ
ルトの場所は /var/tmp です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{logpath}

ログファイルをコピーする場所を指定します。デフォルト
の場所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{upgrade}

インストールされたすべての パッケージ をアップグレー
ドします。
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{mirrordgname}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
システムのターゲットディスクグループ名を分割します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{splitmirror}{system}

ルート dg がカプセル化されていて、分割ミラーを選択し
ている場合
作成される分割ミラーバックアップディスクグループを必
要とするシステムを指定します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{opt}{disable_dmp_native_support} 1 に設定した場合は、ネーティブ LVM ボリュームグルー
プと ZFS プールの Dynamic Multi-pathing サポートは
アップグレード後に無効になります。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 パッケージ のアップグレード
時間が長くなります。
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{opt}{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。
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{opt}{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。
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{opt}{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。
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{opt}{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。
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{opt}{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。
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
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変数

説明

CFG{rootsecusrgrps}

クラスタに対する読み取りアクセスを、VCS オブジェクト
上で明示的な権限が付与されている root とその他の
ユーザーまたはユーザーグループにのみ付与するよう
選択されているかどうかを定義します。
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権が付与されたユーザー
グループの名前を定義します。
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

Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability をアップグレードするためのサンプル
応答ファイル
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をアップグレー
ドするための応答ファイルの例を次に示します。
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{redirect}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{opt}{vr}=1;
$CFG{systems}=[ qw(lxvcs05 lxvcs06) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
1;

応答ファイルを使った、SFCFSHA 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 SFCFSHA 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 SFCFSHA をアップグレードするために
使えます。
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インストーラの makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもで
きます。
SFCFSHA の自動ローリングアップグレードを実行するには

1

SFCFSHA をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていること
を確認します。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

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.390 の 「ローリングアップグレードを使った SFCFSHA 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.388 の 「ローリングアップグレードを使用して SFCFSHA 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
# ./installsfcfsha -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 SFCFSHA をアップ
グレードするための応答ファイルの変数
表 23-2 は、ローリングアップグレードを使用して SFCFSHA 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。
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表 23-2

ローリングアップグレードを使って SFCFSHA 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パッケージが最新バージョ
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。

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 パッケージ 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
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変数

説明

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 SFCFSHA 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 SFCFSHA の応答ファイルの例を示します。
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) ];
$CFG{phase1}{"1"}=[ qw(sys1) ];
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$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys2 sys3) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
1;
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Volume Replicator のアップ
グレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Volume Replicator のアップグレード

Volume Replicator のアップグレード
以前のバージョンの Volume Replicator（VVR）が設定されている場合、Storage
Foundation 製品をアップグレードすると、製品インストーラが自動的に VVR をアップグ
レードします。
レプリケーションを中断せずにアップグレードするオプションが用意されています。
p.392 の 「レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード」 を参照してください。

レプリケーションを中断しない VVR のアップグレード
ここでは、レプリケーションの進行中に、VVR を以前のバージョンから現在のバージョン
にアップグレードするための手順を説明します。この手順では、RDS 内のすべてのホス
トを同時にアップグレードする必要はないことを前提としています。
また、複数のバージョン間でレプリケーションを設定する必要がある場合もあります。
p.334 の 「前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。
プライマリホストとセカンダリホストの両方に以前のバージョンの VVR がインストールされ
ている場合、プライマリホストまたはセカンダリホストのいずれかでアップグレードを実行で
きます。 セカンダリホストは、RDS 内のプライマリホストより前にアップグレードすることを
推奨します。 ここには、プライマリホストのアップグレードとセカンダリホストのアップグレー
ドのための一連の手順が個別に含まれています。
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メモ: クラスタを設定している場合、クラスタ内のすべてのノードを同時にアップグレードす
る必要があります。

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

1

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

2

セカンダリ上の VVR 5.1 以降を VVR 6.2 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
■

ディスクグループを今すぐアップグレードします。次を入力します。
# vxdg upgrade dgname

■

4

ディスクグループを後でアップグレードします。
ディスクグループを後でアップグレードする場合、ディスクグループをアップグ
レードする前に、レプリケーションを必ず一時停止してください。また、レプリケー
ションを一時停止した後、プライマリおよびセカンダリのディスクグループをアッ
プグレードします。

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

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

1

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

2

セカンダリ上の VVR 5.1 以降を VVR 6.2 にアップグレードします。

3

次のいずれかを実行します。
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■

ディスクグループを今すぐアップグレードします。次を入力します。
# vxdg upgrade dgname

■

4

ディスクグループを後でアップグレードします。
ディスクグループを後でアップグレードする場合、ディスクグループをアップグ
レードする前に、レプリケーションを必ず一時停止してください。また、レプリケー
ションを一時停止した後、プライマリおよびセカンダリのディスクグループをアッ
プグレードします。

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

p.334 の 「前の VVR バージョンからのアップグレードの計画」 を参照してください。
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Symantec VirtualStore の
アップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

サポートされているアップグレードパス

■

SVS から SFCFSHA 6.2 へのアップグレード

サポートされているアップグレードパス
次の表に、Symantec VirtualStore (SVS) の Storage Foundation Cluster File System
High Availability (SFCFSHA) 6.2 へのアップグレードを示します。
■

5.1 SP1

■

5.1 SP1 PR3

■

6.0

■

6.0 RP1

■

6.0.1

SVS から SFCFSHA 6.2 へのアップグレード
ここでは、Symantec VirtualStore (SVS) から Storage Foundation Cluster File System
High Availability (SFCFSHA) 6.2 にアップグレードする方法について説明します。
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SVS を SFCFSHA 6.2 にアップグレードするには

1

VMware vCenter サーバーで SVS プラグインの登録を解除します。
# svsvmwadm -a unregister -v vcip -u user -p pass

次に例を示します。
# svsvmwadm -a unregister -v 10.143.007.132 -u admin -p xxxxxx

2

SVS サーバーを停止します。
# /opt/VRTS/bin/svsweb stop

3

アップグレードの方法を選択してから、SFCFSHA SFCFSHA にアップグレードしま
す。
p.324 の 「SFCFSHA のアップグレード方法」 を参照してください。
メモ: SFCFSHA 6.2 へのアップグレード時に SFCFS「非キーレス」ライセンスオプ
ションの場合は、CFSHA ライセンスキーを入力してください。
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26
言語パッケージのアップグ
レード
この章では以下の項目について説明しています。
■

言語パッケージのアップグレード

言語パッケージのアップグレード
シマンテック製品を英語以外の言語でアップグレードする場合は、英語パッケージをイン
ストールしてから、必要な言語パッケージをインストールする必要があります。 続行する
前に英語のインストールが正しいことを検証してください。
言語パッケージを初期インストール用としてインストールしてください。
p.84 の 「言語パッケージのインストール」 を参照してください。

27
SFHA から SFCFSHA への移
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFHA から SFCFSHA 6.2 への移行

SFHA から SFCFSHA 6.2 への移行
ここでは、Storage Foundation High Availability（SFHA）6.2 を Storage Foundation
Cluster File System High Availability（SFCFSHA）6.2 に移行する方法について説明
します。
この製品インストーラは、SFHA の以前のバージョンから SFCFSHA6.2 への直接アップ
グレードはサポートしていません。 この手順を開始する前に、既存の SFHA を 6.2 にアッ
プグレードしてください。
To migrate from SFHA 6.2 to SFCFSHA 6.2

1

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

2

ストレージディスクが 6.2 SFHA クラスタのすべてのノードで表示されることを確認し
ます。

3

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

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

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

5

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

6

既存の SFHA の SFCFSHA 6.2 へのアップグレード
# ./installsfcfsha

7

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

8

インストーラから VCS を再設定するように要求されます。VCS を再設定する場合、
メッセージが表示されたら n を選択します。

9

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

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

11 手順 10 で共有としてインポートされたディスクグループのすべてのボリュームを開
始します。次のコマンドを実行します。
# vxdg -g diskgroup_name startall

12 CFS としてマウントする各ファイルシステムに対して次のコマンドを実行します。
# cfsmntadm add diskgroup_name volume_name mount_point ¥
all=cluster_mount_options
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13 すべてのノードで CFS ファイルシステムをマウントするために、次のコマンドを実行
します。
# cfsmount mount_point

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

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

これらのボリュームをマウントします。

15 フェールオーバーサービスグループを介して VCS が監視する必要のあるファイル
システムには、VCS 制御下の VxFS ファイルシステム用のマウント、ディスクグルー
プ、ボリュームリソースを追加して、これらのフェールオーバーサービスグループを作
成します。
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Live Upgrade および Boot
Environment アップグレード
を使用した SFCFSHA のアッ
プグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Live Upgrade について

■

ZFS BE（ブート環境）のアップグレードについて

■

Live Upgrade とブート環境アップグレードのサポート対象アップグレードパス

■

Solaris 10 システムでの Live Upgrade の実行

■

Solaris 11 システムでのブート環境アップグレードの実行

■

Volume Replicator（VVR）環境の Live Upgrade について

Live Upgrade について
Solaris Live Upgrade には、システムで動作を続けながらシステムをアップグレードする
方法が用意されています。この方法では、現在のブート環境から代替ブート環境（ABE）
を作成した後で ABE をアップグレードします。ABE をアップグレードしたら、ABE をアク
ティブ化してシステムを再ブートできます。
Solaris 10 以前のリリースで Live Upgrade 技術を使うと、代替ブートディスクにブート環
境を作成して、OS のアップグレードと SFCFSHA 製品のアップグレードに関連付けられ
たダウンタイムを短縮できます。
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■

p.405 の 「Solaris 10 システムでの Live Upgrade の実行」 を参照してください。

図 28-1 に、シマンテック製品を 5.1 SP1 から 6.2 にアップグレードする例と、Live
Upgrade を使ってオペレーティングシステムを Solaris 9 から Solaris 10 にアップグレー
ドする例を示します。
図 28-1

Live Upgrade プロセス

サーバー実行中にプライ
マリブート環境から代
替ブート環境を作成する。

Veritas製品を代替ブー
OS および Symantec
ト環境でインストーラ
製品を代替ブート環境
を使用して、
でインストーラを使用し
または手動でアップグ
てアップグレードする。
レードする.

Solaris 9

Solaris 9

Solaris 9

Veritas 5.1
SP1

Veritas 5.1
SP1

Veritas 5.1
SP1

その
他のパッ
ケージ

その
他のパッ
ケージ

その
他のパッ
ケージ

プライマリ
ブート環境

代替ブート
環境

プライマリ
ブート環境

サーバーは現在、新しい
プライマリブート環境で
実行中。

Solaris 10

Solaris 10

Veritas 6.2

Veritas 6.2

その
他のパッ
ケージ

その
他のパッ
ケージ

代替ブート
環境

プライマリ
ブート環境

Solaris 9
Veritas 5.1
SP1
その
他のパッ
ケージ
代替ブート
環境

サーバーを再起動する

一部のサービスグループ（フェールオーバーとパラレル）はこのクラスタ内でオンラインの
場合があり、Live Upgrade 処理に影響されません。ダウンタイムは、サーバーを代替ブー
ト環境にブートするように再起動する場合にのみ発生します。

ZFS BE（ブート環境）のアップグレードについて
BE（ブート環境）は Oracle Solaris オペレーティングシステムイメージと、このイメージに
インストールされた他のすべてのアプリケーションソフトウェアパッケージを含むブート可
能インスタンスです。システム管理者はシステム上で複数の BE を管理できます。また、
BE ごとに異なるソフトウェアバージョンをインストールすることもできます。システムに
Oracle Solaris 11 リリースを最初にインストールすると、BE が作成されます。
Solaris 11 では、beadm ユーティリティを使ってシステムに追加 BE を作成し、管理する
ことができます。
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図 28-2

ブート環境のアップグレードプロセス
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サーバーを再起動する

Live Upgrade とブート環境アップグレードのサポート対
象アップグレードパス
Live Upgrade を使う予定のシステムでは、Solaris 9 または Solaris 10 を実行する必要
があります。ブート環境のアップグレードは Solaris 11 システムでのみ使うことができま
す。Solaris 9 を実行するシステムからアップグレードすることができますが、SFCFSHA
6.2 は Solaris 9 ではサポートされていません。
Live Upgrade を使う方法では、既存の SFCFSHA バージョンが少なくとも 5.0 MP3 で
ある必要があります。BE アップグレードを使う方法では、アップグレード後の SFCFSHA
バージョンは少なくとも 6.1.0 である必要があります。
シマンテック社は、グローバルゾーンと非グローバルゾーンの両方で同じバージョンのシ
マンテック製品を実行することを要求します。
Live Upgrade やブート環境アップグレードは次の仮想化環境で使うことができます。
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表 28-1

仮想化環境での Live Upgrade またはブート環境アップグレード

環境

手順

Solaris ネーティブゾーン

Live Upgrade やブート環境アップグレードを実行し
てグローバルゾーンと非グローバルゾーンの両方を
アップグレードします。
VxVM ボリュームにゾーンルートが存在する場合は、
次の手順に従います。
p.404 の 「Solaris 10 の Solaris ゾーン環境での Live
Upgrade の実行」 を参照してください。
もう一方のスタンバイノードに対し、標準手順を実行し
ます。
p.405 の 「Solaris 10 システムでの Live Upgrade の
実行」 を参照してください。
p.419 の 「Solaris 11 システムでのブート環境アップグ
レードの実行」 を参照してください。

Solaris ブランドゾーン（BrandZ）

Live Upgrade またはブート環境アップグレードを実
行してグローバルゾーンをアップグレードします。
p.405 の 「Solaris 10 システムでの Live Upgrade の
実行」 を参照してください。
p.419 の 「Solaris 11 システムでのブート環境アップグ
レードの実行」 を参照してください。
手動でブランドゾーンを個別にアップグレードします。
ブランドゾーンがあっても Live Upgrade やブート環
境アップグレードを実行できますが、ブランドゾーンは
アップグレードされないことに注意してください。

Oracle VM Server for SPARC

制御ドメインやゲストドメインの Live Upgrade または
ブート環境のアップグレード手順を使います。
p.405 の 「Solaris 10 システムでの Live Upgrade の
実行」 を参照してください。
p.419 の 「Solaris 11 システムでのブート環境アップグ
レードの実行」 を参照してください。

Solaris 10 の Solaris ゾーン環境での Live Upgrade の実行
VxVM ボリュームにゾーンルートがある場合は、Live Upgrade を実行するために既存の
ゾーンルートと同じサイズまたは大きいサイズの別の VxVM を作成し、ファイルシステム
の内容をコピーして別のブート環境にコピーします。ボリュームを作成するには VxVM コ
マンドを使います。
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もう一方のスタンバイノードに対し、標準手順を実行します。
p.405 の 「Solaris 10 システムでの Live Upgrade の実行」 を参照してください。
デフォルトでは、Zone エージェント BootState は「multi-user」に設定されています。
アップグレードの完了後、VCS からゾーンを開始する前に、この属性を適切な値に調整
する必要がある場合もあります。
メモ: シマンテック社は"複数のユーザーサーバー"に非グローバルなゾーンの中のアプリ
ケーションを実行するためにことを設定されたBootState推薦します。
Solaris 10 の場合は、シマンテック製品インストーラを使ってグローバルゾーンの Storage
Foundation 製品をアップグレードする前に、すべての非グローバルゾーンが実行状態
または設定済み状態になっていることを確認します。非グローバルゾーンがマウントされ
ていなくて、アップグレードのときに動作していない場合、アップグレード後に各非グロー
バルゾーンにアップデートオプションを手動でアタッチする必要があります。
Live Upgrade では、代替ルート環境にもゾーンがある場合、VRTSodm をインストールで
きません。最初に VRTSodm パッケージを削除してから、Storage Foundation 製品をイン
ストールする必要があります。代替ルートを再起動した後に、VRTSodm をインストールで
きます。

Solaris 10 システムでの Live Upgrade の実行
インストーラを使って Live Upgrade を実行します。
SFCFSHA では、すべてのノードをアップグレードしないとノードはクラスタを形成しませ
ん。最後のノードで Live Upgrade を終えたら、代替ブート環境からすべてのノードをブー
トしてクラスタに参加させる必要があります。
表 28-2

Solaris 10 Live Upgrade を使った SFCFSHA のアップグレード

手順

説明

手順 1

Solaris Live Upgrade を使ったアップグレードを準備します。
p.406 の 「Solaris Live Upgrade を使った SFCFSHA のアップグ
レードの前に」 を参照してください。

手順 2

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成します。
p.407 の 「代替ブートディスクでの新しい Solaris 10 ブート環境の作
成」 を参照してください。
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手順

説明

手順 3

インストーラを使った SFCFSHA のアップグレード
p.412 の 「Solaris 10 Live Upgrade のインストーラを使った
SFCFSHA のアップグレード」 を参照してください。
p.413 の 「Solaris 10 Live Upgrade の Web ベースインストーラを
使った SFCFSHA のアップグレード」 を参照してください。
Solaris のみをアップグレードするには
Solaris 10 オペレーティングシステムの Oracle マニュアルを参照し
てください。

メモ: プライマリブート環境のクローンを作成することによって、新し
いブート環境が代替ブートディスクに作成されます。オペレーティン
グシステムのアップグレードを選択した場合は、代替ブート環境の
Solaris オペレーティングシステムがアップグレードされます。
手順 4

代替ブート環境が新しいプライマリになるように切り替えます。
p.414 の 「Solaris 10 Live Upgrade の完了」 を参照してください。

手順 5

SFCFSHA の Live Upgrade を検証します。
p.416 の 「SFCFSHA の Solaris 10 Live Upgrade の確認」 を参照
してください。

Solaris Live Upgrade を使った SFCFSHA のアップグレードの前に
アップグレードする前に、次の手順を実行します。
Live Upgrade を準備するには

1

SFCFSHA のインストールメディアとオペレーティングシステムのインストールイメー
ジが利用できる状態で手元にあることを確認します。

2

アップグレードするノードで、プライマリブートディスクのルートパーティションと少なく
とも同じサイズの代替ブートディスクを選択します。
プライマリブートディスクがミラー化されている場合、代替ブートディスクのミラーを切
り離す必要があります。

3

Live Upgrade を実行する前に、非ルートファイルシステムを含むサービスをオフラ
インにしてください。これはファイルシステムが代替ブート環境にコピーされることを
防ぎ、ルートファイルシステムが領域を使い果たす潜在的可能性をなくします。

4

プライマリブートディスクで、Live Upgrade パッチをオペレーティングシステムに適
用します。
Solaris 9 から 10 へのアップグレードの場合:
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■

SPARC システム: パッチ 137477-01 以降が必要です。

パッチがインストールされていることを確認します。

5

Live Upgrade パッケージのバージョンは、代替ブートディスクでアップグレードする
オペレーティングシステムのバージョンと一致する必要があります。Solaris オペレー
ティングシステムをアップグレードする場合は、次の手順を実行します。
■

現在のオペレーティングシステムのバージョン用にインストールされている Live
Upgrade パッケージを削除します。
すべての Solaris バージョン: SUNWluu、SUNWlur パッケージ
Solaris 10 Update 7 以降ではさらに: SUNWlucfg パッケージ
Solaris 10 のゾーンまたはブランドゾーンではさらに: SUNWluzone パッケージ

■

新しい Solaris のインストールイメージから、次の Live Upgrade パッケージの新
しいバージョンをインストールします。
（すべての Solaris バージョン: SUNWluu、SUNWlur、SUNWlucfg パッケージ）
Solaris 10 のゾーンまたはブランドゾーンではさらに: SUNWluzone パッケージ

Solaris のインストールメディアにはこのためのスクリプト（liveupgrade20 という名前）
が付属します。スクリプトを /cdrom/solaris_release/Tools/Installers/liveupgrade20
で見つけてください。スクリプトを使う場合は、次を使用できます。
# /cdrom/solaris_release/Tools/Installers/liveupgrade20 ¥
-nodisplay -noconsole

プライマリブートディスクにインストールされているパッチが、指定されたイメージに欠
けている場合は、そのパッチ番号を書き留めます。代替ブートディスクをプライマリ
ブートディスクと同じにするには、これらのパッチを代替ブートディスクにインストール
する必要があります。

代替ブートディスクでの新しい Solaris 10 ブート環境の作成
シマンテック社では、アップグレード用の代替ブート環境を作成する一連のコマンドを実
行する vxlustart スクリプトを提供しています。
コマンドをプレビューするには、vxlustart スクリプトに -V オプションを指定してくださ
い。
-V オプションを設定してコマンドをプレビューし、Live Upgrade プロセスを開始する前に

問題がないことを確認することをお勧めします。vxlustart スクリプトは配布メディアのスク
リプトディレクトリにあります。
メモ: この手順を完了するには、数時間かかる場合があります。ブート環境を不安定な状
態にすることがあるため、セッションを中断しないでください。
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# cd /cdrom/scripts
# ./vxlustart -V -u targetos_version -s osimage_path -d diskname

表 28-3
vxlustart オプション

使用法

-V

アップグレード処理の間に実行されるコマンドを
実行しないでそれらをリストし、コマンドの有効性
を前もって確認します。
オペレーティングシステムがアップグレードされ
る場合、イメージにインストールされているパッチ
をプライマリブートディスクにインストールされて
いるパッチと比較するようにメッセージが表示さ
れます。これにより、新しいオペレーティングシス
テムイメージに重要なパッチが存在していない
かどうかを判断します。

-v

コマンドの実行前に詳しい出力コマンドを示しま
す。

-f

ディスクに vtoc の作成を強制します。

-Y

質問を尋ねることなく、デフォルトの yes を使用
することを指定します。

-m

ディスクの既存の vtoc を使います。

-D

デバッグ用にデバッグオプションをオンにして印
刷します。

-U

Storage Foundation 製品のみがアップグレー
ドされることを指定します。プライマリブートディス
クからオペレーティングシステムのクローンが作
成されます。

-g

rootdisk が属する DG を指定します。オプショ
ン。

-d

アップグレードする代替ブートディスク
c#t#d#s2 の名前を示します。デフォルトのディ
スクは mirrordisk です。
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vxlustart オプション

使用法

-u

代替ブートディスクでのアップグレード用のオペ
レーティングシステムのバージョンを指定します。
たとえば、Solaris 9 では 5.9、Solaris 10 では
5.10 を使います。
SF 製品のみをアップグレードしたい場合は、現
在の OS バージョンを指定します。

-F

ルートディスクのファイルシステムを指定します。
デフォルトは ufs です。

-S

Solaris イメージのパスを指定します。ネットワー
クまたはディレクトリのパスを指定できます。CD
を使ってインストールする場合は、このオプショ
ンを指定しないでください。パスについて詳しく
は『Solaris Live Upgrade インストールガイド』を
参照してください。

-r

vxlufinish コマンドを実行する前にコンピュー
タがクラッシュしたか再起動した場合、このオプ
ションを使って代替のディスクがマウントし直され
ることを指定します。

-k

自動登録情報を含むファイルの場所を指定しま
す。このファイルは、OS を Solaris 10 9/10 以
降のリリースにアップグレードする場合に
luupgrade(1M) で必要です。

-x

新しく作成した BE からファイルを除外します。
（lucreate -x オプション）

-X

新しく作成した BE からファイルリストを除外しま
す。（lucreate -f オプション）

-i

新しく作成した BE のファイルを含めます。
（lucreate -y オプション）

-I

新しく作成した BE のファイルリストを含めます。
（lucreate -Y オプション）

-z

新しく作成した BE のファイルリストをフィルタ処
理します。（lucreate -z オプション）

-w

追加のマウントポイントを指定します。
（lucreate -m オプション）
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vxlustart オプション

使用法

-W

ファイルに追加マウントポイントを指定します。
（lucreate -M オプション）

-U オプションが指定されている場合、-s オプションを省略できます。プライマリブートディ

スクからオペレーティングシステムのクローンが作成されます。
たとえば、シマンテック製品のみをアップグレードするコマンドをプレビューするには、次
のように指定します。
# ./vxlustart -V -u 5.10 -U -d disk_name

手順の例では、プライマリまたは現在のブート環境は Disk2（c2t0d0s0）に存在し、代替
または非アクティブなブート環境は Disk1（c0t1d0s0）に存在します。
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

プライマリブート環境のクローンを作成することによって、新しいブート環境が代替ブー
トディスクに作成されます。

■

オペレーティングシステムのアップグレードを選択する場合、代替ブートディスクの
Solaris オペレーティングシステムがアップグレードされます。

代替ブートディスクに新しいブート環境を作成するには
クラスタ内の各ノードで手順を実行してください。
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1

シマンテック製品のインストールメディアに移動します。
# cd /cdrom/scripts

2

アップグレードする前に、新しいブート環境にコピーされないようにアプリケーション
が使う共有ストレージのファイルシステムのマウントポイントを必ず除外します。新し
いブート環境に共有マウントポイントをコピーしないようにするには、除外する必要が
あるファイルシステムマウントポイントを含む一時ファイルを作成します。
# cat /var/tmp/file_list
- /ora_mnt
- /sap_mnt
/var/tmp/file_list は、新しいブート環境から除外するマウントポイントのリスト

が含まれている一時ファイルです。ファイルリストの項目の前に「+」または「-」のどち
らかの記号が付いています。「+」 記号はマウントポイントが新しいブート環境に含ま
れることを示します。「-」記号はマウントポイントが新しいブート環境から除外されるこ
とを示します。
ファイルシステムマウントポイントとは別に、他のファイルを含めるか、または除外す
ることを選択できます。現在のブート環境と共有ストレージのゾーンルートパスに実
行状態の非グローバルゾーンがある場合は、代替ブート環境の各ゾーンルートに同
じサイズ以上の別のディスクを設定します。

3

代替ブート環境を作成するには、次のいずれかのコマンドを実行します。
例: オペレーティングシステムをアップグレードする
# ./vxlustart -v -u 5.10 -s /mnt/sol10u9 -d
c0t1d0s2 -z /var/tmp/file_list
/mnt/sol10u9 は、.cdtoc ファイルが含まれるオペレーティングシステムイメージ

のパスです。
現在のブート環境オペレーティングシステムのクローンを作成する場合は、次のコマ
ンドを実行します。
# ./vxlustart -v -u 5.10 -U -d c0t1d0s2 -z /var/tmp/file_list

共有ストレージのゾーンルートパスを設定している非グローバルゾーンがある場合
は、OS をアップグレードする必要があります。
# ./vxlustart -v -u 5.10 -U -d c0t1d0s2 -z /var/tmp/file_list -w
/zone1-rootpath:/dev/vx/dsk/rootpathdg_alt/ rootpathvol_alt:vxfs
zone1-rootpath は現在のブート環境のゾーンルートパスです。

4

マウントポイント（ABE に作成したもの）の権限、ユーザー名、グループ名を、プライ
マリブート環境の既存のディレクトリのものと一致するように更新します。
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5

ゾーンルートパスが共有ストレージに存在する場合
は、/altroot.5.10/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを手順 2 で
作成した新しいブロックデバイスで更新し、すべてのゾーンに ABE ゾーンルートパ
スを反映します。

6

出力を確認し、新しいマウントポイントを書き留めてください。システムがアップグレー
ドの完了前に再起動されたり、マウントが解除されたりする場合は、ディスクをマウン
トし直す必要がある場合もあります。
マウントし直す必要がある場合、次のコマンドを実行します。
# vxlustart -r -u targetos_version -d disk_name

7

代替ブートディスクが作成されて /altroot.5.10 にマウントされたら、シマンテック製品
のインストールに必要な代替ブートディスクで、オペレーティングシステムパッチまた
はパッケージをインストールします。
# pkgadd -R /altroot.5.10 -d pkg_dir

Solaris 10 Live Upgrade のインストーラを使った SFCFSHA のアップ
グレード
SFCFSHA をアップグレードするために、Symantec 製品のインストーラを Live Upgrade
の一部として使うことができます。
クラスタ内のすべてのノードの SFCFSHA をアップグレードするには、クラスタ内の 1 つ
のノードの代替ブートディスクでインストーラを実行してください。このプログラムは、プロ
セス中に代替ブートディスクの SFCFSHA の既存のバージョンをアンインストールします。
処理の終わりに、Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
6.2 が代替ブートディスクにインストールされます。
インストーラを使って SFCFSHA の Live Upgrade を実行するには

1

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 の製
品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフトウェアのコピーにアクセスします。

2

代替ブートディスクとしてルートパスを指定するインストーラスクリプトを実行するに
は、次のように入力します。
# ./installsfcfsha -upgrade -rootpath /altroot.5.10

3

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 にアッ
プグレードするノードの名前を入力します。
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メモ: VxFS のインストールされたバージョンがディスクレイアウトバージョン 6 以降を
使っていることを確認します。以前のディスクレイアウトバージョンで動作している場
合、SFCFSHA のインストールを続行する前にバージョンをアップグレードしてくだ
さい。
インストーラは、ノードにインストールされるか、またはアップグレードされるパッケー
ジのリストを表示します。

4

Return キーを押して、インストールを続行します。
Live Upgrade 中に代替ブートディスクの OS がアップグレードされると、インストー
ラは Oracle、Netlsnr、Sybase リソースの VCS 設定を更新しません。 これらのリ
ソースにクラスタ設定が含まれている場合、代替ブートディスクからクラスタが再起動
した後に手動で設定を更新するため、一覧表示されたコマンドを実行するようにメッ
セージが表示されます。

5

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.2 であることを確認し
ます。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSpkgname

次に例を示します。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSvxvm
/altroot.5.10/opt/VRTS/install/logs でインストールログを確認してくださ

い。

Solaris 10 Live Upgrade の Web ベースインストーラを使った SFCFSHA
のアップグレード
SFCFSHA をアップグレードするために、Symantec の Web ベースインストーラを Live
Upgrade の一部として使うことができます。
クラスタ内のすべてのノードにおける SFCFSHA をアップグレードするには、クラスタ内
にある 1 つのノードで DVD の Web ベースインストーラを実行してください。
このプログラムは、プロセス中に代替ブートディスクの SFCFSHA の既存のバージョンを
アンインストールします。処理の終わりに、Symantec Storage Foundation Cluster File
System High Availability 6.2 が代替ブートディスクにインストールされます。
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Web ベースインストーラを使って SFCFSHA の Live Upgrade を実行するには

1

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 の製
品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフトウェアのコピーにアクセスします。

2

Web ベースのインストーラを開始し、ブラウザで URL を開いて、［製品のアップグ
レード（Upgrade a product）］ を選択します。代替ブートディスクとしてルートパスを
指定する拡張オプションを使用します。
次を入力します。
-rootpath /altroot.5.10

［次へ］をクリックします。

3

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 にアッ
プグレードするノードの名前を入力します。インストーラは、ノードにインストールされ
るか、またはアップグレードされるパッケージのリストを表示します。

4

［次へ（Next）］をクリックして、インストールを続行します。
メモ: Live Upgrade 中に代替ブートディスクの OS がアップグレードされると、インス
トーラは Oracle、Netlsnr、Sybase リソースの VCS 設定を更新しません。 これらの
リソースにクラスタ設定が含まれている場合、代替ブートディスクからクラスタが再起
動した後に手動で設定を更新するため、一覧表示されたコマンドを実行するように
メッセージが表示されます。

5

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.2 であることを確認し
ます。
# pkginfo -R /altroot.5.10 -l VRTSpkgname
/altroot.5.10/opt/VRTS/install/logs でインストールログを確認できます。

Solaris 10 Live Upgrade の完了
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

元のプライマリブートディスクがカプセル化されていた場合、代替ブートディスクはカ
プセル化されます。

■

代替ブート環境がアクティブになります。

■

システムは代替ブートディスクからブートされます。
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Live Upgrade を完了するには

1

次のコマンドのいずれかを使って Live Upgrade プロセスを完了します。クラスタ内
のすべてのノードでコマンドを入力する必要があります。
プライマリルートディスクがカプセル化されていない場合は、次のコマンドを実行しま
す。
# ./vxlufinish -u target_os_version
Live Upgrade finish on the Solaris release <5.10>

プライマリルートディスクが VxVM によってカプセル化されている場合は、次のコマ
ンドを実行します。
# ./vxlufinish -u target_os_version -g diskgroup
Live Upgrade finish on the Solaris release <5.10>

プライマリルートディスクがカプセル化されていた場合、Live Upgrade 処理は代替
ルートディスクをカプセル化します。

2

vxlustart が正常に完了した後、Live Upgrade が正常に完了する前にシステム

がクラッシュまたは再起動した場合は次のコマンドを使って代替ディスクを再マウン
トできます。
# ./vxlustart -r -u target_os_version

次に、手順 から vxlufinish1 コマンドを再実行します。
# ./vxlufinish -u target_os_version

VVR を有効にする場合は、p.427 の 「 Volume Replicator（VVR）環境の Live
Upgrade について」 を参照してください。 を参照してください。

3

VVR をアップグレードする場合は、vvr_upgrade_lu_start コマンドを実行しま
す。
メモ: vvr_upgrade_lu_start コマンドは、ノードを再起動して代替ブート環境に切
り替える準備ができているときにのみ実行してください。
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4

クラスタ内のすべてのノードを再起動します。ノードを再起動すると、代替ディスクの
ブート環境がアクティブになります。
メモ: システムを再起動するときに reboot、halt、uadmin コマンドを使わないでく
ださい。代替ブート環境を使ってシステムをブートできるようにするには、init また
は shutdown コマンドを使います。
次のエラーが表示された場合、無視してかまいません: Error: boot environment
<dest.13445> already mounted on </altroot.5.10>.
# shutdown -g0 -y -i6

5

代替ブート環境がアクティブになった後で、ブート環境を切り替えることができます。
ルートディスクがカプセル化されている場合、ブート環境を手動で切り替える手順を
参照してください。
p.417 の 「Solaris 10 Live Upgrade でのブート環境の管理」 を参照してください。

6

アップグレード後に、ディスクグループのアップグレードなどの必須のアップグレード
後タスクを実行します。

7

オブジェクトが回復され、（必要に応じて）ディスクグループバージョンがアップグレー
ドされた後に、vvr_upgrade_lu_finish スクリプトを実行します。

8

VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムをこのバージョンにアップグ
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このバージョンにアップグレー
ドしたことを確認してください。それから、CP サーバーシステムで VCS または SFHA
をアップグレードしてください。
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、
関連するインストールガイドを参照してください。

SFCFSHA の Solaris 10 Live Upgrade の確認
Live Upgrade が正常に完了したことを確認するには、すべてのノードが代替ブート環境
からブートされ、クラスタに参加したことを確認します。
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Live Upgrade が正常に完了したことを確認するには

1

代替ブート環境がアクティブであることを確認します。
# lustatus

代替ブート環境をアクティブにできない場合は、プライマリブート環境に復帰できま
す。
p.417 の 「Solaris 10 システムでのプライマリブート環境への復帰」 を参照してくださ
い。

2

クラスタ環境で、すべての GAB ポートが起動していることを確認します。製品ごとに
異なるポートが表示されることに注意してください。

3

新しいブート環境が正しく設定されていることを確認するには、必要に応じて他の確
認も行います。

4

ゾーン環境で、ゾーン設定を確認します。

Solaris 10 Live Upgrade でのブート環境の管理
ブート環境に関連する管理タスクを実行するには、次の手順を使います。

Solaris 10 システムでのプライマリブート環境への復帰
代替ブート環境の起動に失敗した場合は、プライマリブート環境に復帰できます。
各ノードで、PROM 監視モードのプライマリブート環境からシステムを起動します。
ok> boot disk0

disk0 はプライマリブートディスクです。

Solaris 10 SPARC のブート環境の切り替え
生きているアップグレードを処理するのにvxlufinishスクリプトを使うときブートの環境を
切り替えるために次の手順を実行する必要がありません。 手動で Live Upgrade を実行
するときは、次の手順を実行する必要があります。
ブート環境を切り替えるには 2 とおりの手順があり、ルートディスクのカプセル化に基づ
いて次の手順のいずれかを選択します。
■

p.418 の 「ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるに
は」 を参照してください。

■

p.419 の 「ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには」
を参照してください。

Solaris SPARC の切り替え手順は、VxVM でルートディスクがカプセル化されているか
どうかによって異なります。
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ルートディスクがカプセル化されていない場合にブート環境を切り替えるには

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# lustatus
Boot Environment
Name
---------------source.2657
dest.2657

Is
Complete
-------yes
yes

Active
Now
-----yes
no

Active
On Reboot
--------yes
no

Can
Delete
-----no
yes

Copy
Status
------

この例では、プライマリブート環境（source.2657）がアクティブです。代替ブート環
境（dest.2657）をアクティブ化する場合もあります。

2

代替ブート環境（dest.2657）に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。
# lufslist dest.2657
boot environment name: dest.2657
Filesystem
----------------/dev/dsk/c0t0d0s1
/dev/dsk/c0t0d0s0
/dev/dsk/c0t0d0s5
/dev/dsk/c0t0d0s3

fstype device size
------ -----------swap
4298342400
ufs
15729328128
ufs
8591474688
ufs
5371625472

Mounted on
---------/
/var
/vxfs

Mount Options
-------------

# luumount dest.2657

3

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# luactivate dest.2657

4

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

アクティブ化されたブート環境エントリが自動的に選択されます。
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ルートディスクがカプセル化されている場合にブート環境を切り替えるには

1

現在のブートディスクデバイスとデバイスエイリアスを表示します。
# eeprom
boot-device=vx-rootdg vx-int_disk
use-nvramrc?=true
nvramrc=devalias vx-int_disk /pci@1c,600000/scsi@2/disk@0,0:a
devalias vx-rootdg01 /pci@1c,600000/scsi@2/disk@1,0:a

2

eeprom コマンドを使ってブート元のデバイスを設定します。この例はプライマリルー

トディスクからのブートを示したものです。
# eeprom boot-device=vx-rootdg01

3

システムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

Solaris 11 システムでのブート環境アップグレードの実
行
BE アップグレードは手動で実行するか、またはインストーラを使います。SFCFSHA で
は、すべてのノードをアップグレードしないとノードはクラスタを形成しません。最後のノー
ドで BE アップグレードを終えたら、代替 BE からすべてのノードをブートしてクラスタに
参加させる必要があります。
表 28-4

BE アップグレードを使った SFCFSHA のアップグレード

手順

説明

手順 1

プライマリブートディスクに新しい BE を作成します。
p.420 の 「プライマリブートディスクでの新しい Solaris 11 BE の作
成」 を参照してください。
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手順

説明

手順 2

インストーラを使った SFCFSHA のアップグレード
p.421 の 「Solaris 11 で BE をアップグレードするためのインストーラ
を使った SFCFSHA のアップグレード」 を参照してください。
p.422 の 「Solaris 11 での BE のアップグレードのための Web イン
ストーラを使用した SFCFSHA のアップグレード」 を参照してくださ
い。
Solaris のみをアップグレードするには
Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムの Oracle マニュアル
を参照してください。

手順 3

代替 BE が新しいプライマリになるように切り替えます。
p.424 の 「Solaris 11 の BE の SFCFSHA アップグレードの完了」
を参照してください。

手順 4

SFCFSHA の Live Upgrade を検証します。
p.425 の 「Solaris 11 BE アップグレードの検証 」 を参照してくださ
い。

プライマリブートディスクでの新しい Solaris 11 BE の作成
プライマリブートディスクに新しい BE を作成するには、クラスタの各ノードで beadm
create コマンドを実行します。
プロセスの終了時に、プライマリ BE のクローンを作成すると、プライマリブートディスクに
新しい BE が作成されます。
プライマリブートディスクに新しい BE を作成するには
クラスタ内の各ノードで手順を実行してください。

1

プライマリディスクの BE のリストを表示します。
# beadm list

2

ゾーンルートが共有ストレージにある solaris ブランドゾーンが実行状態の場合は、
サービスグループの AutoStart を 0 に設定します。
# hagrp -modify <group> AutoStart 0
# haconf -dump
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3

プライマリブートディスクに新しい BE を作成します。
# beadm create beName
# beadm mount beName mountpoint

4

ステップ でゾーンリソースを含むサービスグループの AutoStart2 を 1 にリセットしま
す。
# hagrp -modify <group> AutoStart 1
# haconf -dump

VVR を設定している場合は、<beName> の値を altroot.5.11、<mountpoint> の値を
/altroot.5.11 にしてください。

Solaris 11 で BE をアップグレードするためのインストーラを使った
SFCFSHA のアップグレード
シマンテック社製品インストーラを使って、BE で SFCFSHA をアップグレードできます。
クラスタのすべてのノードの SFCFSHA をアップグレードするには、クラスタのいずれか
のノードにあるプライマリブートディスクでインストーラを実行します。
処理の最後に、Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
6.2 を代替 BE にインストールします。
インストーラを使って SFCFSHA の BE アップグレードを実行するには

1

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 の製
品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフトウェアのコピーにアクセスします。

2

代替 BE を作成したときに現在の BE の solaris ブランドゾーンが実行状態だった
場合は、各ゾーンの BE のパッケージリポジトリ発行者を設定します。
# /usr/bin/pkg -R /altrootpath/zone-root/root
set-publisher -g /<path>/VRTSpkgs.p5p Symantec

次に例を示します。
# /usr/bin/pkg -R /altroot.5.11/export/home/zone1/root
set-publisher -g /mnt/VRTSpkgs.p5p Symantec

3

代替 BE としてルートパスを指定するインストーラスクリプトを実行します。
# ./installer -upgrade -rootpath /altroot.5.11
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4

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 にアッ
プグレードするノードの名前を入力します。
メモ: VxFS のインストールされたバージョンがディスクレイアウトバージョン 6 以降を
使っていることを確認します。以前のディスクレイアウトバージョンで動作している場
合、SFCFSHA のインストールを続行する前にバージョンをアップグレードしてくだ
さい。
インストーラは、ノードにインストールされるか、またはアップグレードされるパッケー
ジのリストを表示します。

5

Return キーを押して、インストールを続行します。
BE アップグレード中に代替 BE の OS がアップグレードされると、インストーラは
Oracle、Netlsnr、Sybase リソースの VCS 設定を更新しません。クラスタ設定にこ
れらのリソースが含まれている場合、代替 BE からクラスタが再起動した後に手動で
設定を更新するため、一覧表示されたコマンドを実行するようにメッセージが表示さ
れます。

6

代替 BE 上の Veritas パッケージのバージョンが 6.2 であることを確認します。
# pkg -R /altroot.5.11 list VRTS¥*

次に例を示します。
# pkg -R /altroot.5.1list VRTSvxvm
/altroot.5.11/opt/VRTS/install/logs でインストールログを確認してくださ

い。

7

手順 2 で設定した発行者を設定解除します。
# /usr/bin/pkg -R /altrootpath/zone-root/root
unset-publisher Symantec

Solaris 11 での BE のアップグレードのための Web インストーラを使用
した SFCFSHA のアップグレード
シマンテック社製品インストーラを使って、BE で SFCFSHA をアップグレードできます。
クラスタのノードで DVD のインストーラを実行して、クラスタ内のすべてのノードの
SFCFSHA をアップグレードします。
処理の最後に、Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
6.2 を代替 BE にインストールします。
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Web インストーラを使って SFCFSHA の BE アップグレードを実行するには

1

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 の製
品 CD を挿入するか、またはネットワーク上のソフトウェアのコピーにアクセスします。

2

代替 BE を作成したときに現在の BE の solaris ブランドゾーンが実行状態だった
場合は、各ゾーンの BE のパッケージリポジトリ発行者を設定します。
# /usr/bin/pkg -R /altrootpath/zone-root/root
set-publisher -g /<path>/VRTSpkgs.p5p Symantec

次に例を示します。
# /usr/bin/pkg -R /altroot.5.11/export/home/zone1/root
set-publisher -g /mnt/VRTSpkgs.p5p Symantec

3

Web ベースのインストーラを開始し、ブラウザで URL を開いて、［製品のアップグ
レード（Upgrade a product）］ を選択します。代替ブートディスクとしてルートパスを
指定する拡張オプションを使用します。
次を入力します。
-rootpath /altroot.5.11

［次へ］をクリックします。

4

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 にアッ
プグレードするノードの名前を入力します。インストーラは、ノードにインストールされ
るか、またはアップグレードされるパッケージのリストを表示します。

5

［次へ（Next）］をクリックして、インストールを続行します。
メモ: Live Upgrade 中に代替ブートディスクの OS がアップグレードされると、インス
トーラは Oracle、Netlsnr、Sybase リソースの VCS 設定を更新しません。 これらの
リソースにクラスタ設定が含まれている場合、代替ブートディスクからクラスタが再起
動した後に手動で設定を更新するため、一覧表示されたコマンドを実行するように
メッセージが表示されます。

6

代替ブートディスク上の Veritas パッケージのバージョンが 6.2 であることを確認し
ます。
# pkginfo -R /altroot.5.11 -l VRTSpkgname
/altroot.5.11/opt/VRTS/install/logs でインストールログを確認できます。
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Solaris 11 の BE の SFCFSHA アップグレードの完了
処理の最後に、次のタスクが実行されます。
■

代替 BE がアクティブ化されます。

■

システムは代替 BE からブートされます。

BE アップグレードを完了するには

1

代替ブート環境をアクティブ化します。
# beadm activate altroot.5.11

2

すべてのノードでアプリケーションと VCS を停止します。
# hastop -all

VVR を有効にした場合は、
p.427 の 「 Volume Replicator（VVR）環境の Live Upgrade について」 を参照して
ください。

3

クラスタ内のすべてのノードを再起動します。ノードを再起動すると、代替ディスクの
BE がアクティブになります。
メモ: システムを再起動するときに reboot、halt、uadmin コマンドを使わないでく
ださい。代替 BE を使ってシステムをブートできるようにするには、init または
shutdown コマンドを使います。
# shutdown -g0 -y -i6

4

代替 BE がアクティブになると、BE を切り替えられるようになります。ルートディスク
がカプセル化されている場合は、BE を手動で切り替える手順を参照してください。
p.417 の 「Solaris 10 Live Upgrade でのブート環境の管理」 を参照してください。

5

アップグレード後に、ディスクグループのアップグレードなどの必須のアップグレード
後タスクを実行します。

6

オブジェクトが回復され、（必要に応じて）ディスクグループバージョンがアップグレー
ドされた後に、vvr_upgrade_lu_finish スクリプトを実行します。

7

VCS または SFHA を使っている CP サーバーシステムをこのバージョンにアップグ
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このバージョンにアップグレー
ドしたことを確認します。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。
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、
『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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Solaris 11 BE アップグレードの検証
BE アップグレードが正常に完了したことを確認するには、すべてのノードが代替 BE か
らブートされ、クラスタに参加したことを確認します。
BE アップグレードが正常に完了したことを確認するには

1

代替 BE がアクティブであることを確認します。
# beadm list

代替 BE のアクティブ化に失敗した場合は、プライマリ BE に戻すことができます。
p.426 の 「Solaris 11 システムでのプライマリ BE への復帰」 を参照してください。

2

クラスタ環境で、すべての GAB ポートが起動していることを確認します。製品ごとに
異なるポートが表示されることに注意してください。

3

新しい BE が正しく設定されていることを確認するには、必要に応じて他の確認も行
います。

4

ゾーン環境で、ゾーン設定を確認します。

以前のゾーンリソースが含まれているサービスグループの AutoStart を 0 に設定した
場合は、次の手順を実行します。
■

ゾーンのルートファイルシステムが存在している zpool がインポート済みであるかどう
かを確認します。
# zpool list

インポートしていない場合は、zpool リソースをオンラインにします。
■

ゾーンに接続します。
# zoneadm -z <zone> attach

■

ゾーンリソースを含むサービスグループの AutoStart を 1 にリセットします。
# hagrp -modify <group> AutoStart 1

システムに solaris10 ブランドゾーンがある場合は、Solaris 10 インストールメディアの
パッケージを使って solaris10 ブランドゾーン内の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。
ゾーン内に VRTSvxfs または VRTSodm パッケージをインストールしてある場合は、ゾー
ン内のこれらの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。

Solaris 11 システムの BE の管理
BE に関連する管理タスクを実行するには、次の手順を使います。
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Solaris SPARC の BE の切り替え

1

Live Upgrade ブート環境の状態を表示します。
# beadm list
BE
-solaris
altroot.5.11

Active Mountpoint Space
------ --------- ----NR
/
13.08G
3.68G

Policy
-----static
static

Created
------2012-11-14 10:22
2013-01-06 18:41

この例では、プライマリブートディスクは現在、solaris です。代替ブートディスク
altroot.5.11 をアクティブ化します。

2

Live Upgrade ブート環境をアクティブ化します。
# beadm activate altroot.5.11

3

ブート環境のアクティブ化を完了するにはシステムを再起動します。
# shutdown -g0 -i6 -y

アクティブ化された BE エントリが自動的に選択されます。

4

既存の BE を破棄できます。
# beadm destroy altroot.5.11

Solaris 11 システムでのプライマリ BE への復帰
システムをブートし、プロンプトに OK と応答します。
利用可能な BE を表示します。
BE を表示するには、次のコマンドを入力します。
ok> boot -L

ブートする必要がある元の BE のオプションを選択します。
この BE にブートするには、次のコマンドを入力します。
# boot -Z <path to boot env>

次に例を示します。
{0} ok boot -L
Boot device: /virtual-devices@100/channel-devices@200/disk@0:a
File and args: -L
1 Oracle Solaris 11 11/11 SPARC
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2 solaris-backup-1
Select environment to boot: [ 1 - 2 ]: 1

選択したエントリをブートするには、次のコマンドを入力します。
boot [<root-device>] -Z rpool/ROOT/solaris
Program terminated
{0} ok boot -Z rpool/ROOT/solaris

Volume Replicator（VVR）環境の Live Upgrade につい
て
ここでは、VVR アップグレードプロセスの概要を取り上げます。
Volume Replicator を使う SFCFSHA 環境では、次のスクリプトで VVR 設定をアップグ
レードします。
■

vvr_upgrade_lu_start

■

vvr_upgrade_lu_finish

スクリプトはインストールメディアのスクリプトディレクトリで利用可能です。
■

再起動してシステムを代替ブート環境に切り替える直前に vvr_upgrade_lu_start
スクリプトを実行します。
メモ: アプリケーションが停止し、次の手順が代替ブート環境への切り替えである場合
にのみ、vvr_upgrade_lu_start スクリプトを実行します。

■

vvr_upgrade_lu_start スクリプトが正常に完了した後、システムを再起動します。

再起動すると、代替ブート環境からシステムがブートします。
■

オブジェクトが回復され、（必要に応じて）ディスクグループバージョンがアップグレー
ドされた後に、vvr_upgrade_lu_finish スクリプトを実行します。

427

29
アップグレード後のタスクの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

現在のディスクグループへのバックアップブートディスクグループの再結合

■

アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻す

■

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグレード後のタスク

現在のディスクグループへのバックアップブートディスク
グループの再結合
アップグレード中、ミラー化されたブートディスクを分割した場合は、この手順を実行して
バックアップブートディスクグループを再結合します。 アップグレードが成功して再ブート
したら、ブートディスクグループを保持する必要はありません。
p.359 の 「インストーラを使ったローリングアップグレードの実行」 を参照してください。
バックアップブートディスクグループを再結合するには
◆

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

作成したバックアップブートディスクグループの名前です。
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アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディ
スクグループに戻す
この手順は、アップグレードが失敗し、そのアップグレード中にミラー化されたブートディ
スクを分割してバックアップした場合に実行します。 アップグレードしたときに作成したバッ
クアップに戻すことができます。
p.359 の 「インストーラを使ったローリングアップグレードの実行」 を参照してください。
アップグレードに失敗した場合にバックアップブートディスクグループに戻すには

1

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

2

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

ます。
# vxdg bootdg

3

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

4

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

ディスクグループです。

SFDB リポジトリデータベースを移行するためのアップグ
レード後のタスク
アップグレード前に SFDB を使って作成された Database Storage Checkpoint は
vxsfadm CLI を使って表示可能であり、必要であればこれらの Database Storage
Checkpoint をマウントし、それらにロールバックできます。 ただし、移行された Database
Storage Checkpoint の使用によるクローンの作成はサポートされません。
以前に作成された FlashSnap スナッププランを使ってスナップショットを取り続ける場合
は vxsfadm コマンドの -o validate オプションを使用してそれらを検証する必要があ
ります。
■

5.0x からアップグレードした後、SFDB リポジトリを移行する前に、起動スクリプトの名
前を変更する

■

5.0x SFDB リポジトリデータベースから 6.2 に移行する
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■

5.1 または 5.1SP1 リポジトリデータベースから 6.2 に移行する
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インストール後タスク

■

第30章 インストール後タスクの実行

■

第31章 SFCFSHA のインストールの検証

30
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。
■

ルートユーザーのルートロールへの変更

■

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード

■

クォータの切り替え

■

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

■

SFDB ツールの認証の設定について

ルートユーザーのルートロールへの変更
Oracle Solaris 11 では、インストールを実行するために、ルートユーザーを作成する必
要があります。これはローカルユーザーがルートロールを想定できないことを意味します。
インストール後で、ルートとしてログインできるルートユーザーをローカルユーザーのルー
トロールに変更しなければならない場合があります。
1.

root ユーザーとしてログインします。

2.

ルートアカウントをロールに変更します。
# rolemod -K type=role root
# getent user_attr root
root::::type=role;auths=solaris.*;profiles=All;audit_flags=lo¥
:no;lock_after_retries=no;min_label=admin_low;clearance=admin_high

3.

ロールを割り当て解除されたローカルユーザーにルートロールを割り当てます。
# usermod -R root admin
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詳しくは、Oracle Solaris 11 オペレーティングシステムの Oracle のマニュアルを参照し
てください。

ディスクレイアウトバージョンのアップグレード
このリリースでは、ディスクレイアウトバージョンが 7、8、9、10 のファイルシステムのみ作
成してマウントできます。ディスクレイアウトバージョン 6 は、以降のディスクレイアウトバー
ジョンにアップグレードする目的にかぎり、ローカルマウントのみを実行できます。
メモ: 64 ビットのクォータを使う予定の場合、最新のディスクレイアウトバージョン 10 にアッ
プグレードする必要があります。それ以前のディスクレイアウトバージョンで 64 ビットの
クォータを使うことはこのリリースでは推奨されません。
ディスクレイアウトバージョン 6 は非推奨であり、ディスクレイアウトバージョン 6 のある既
存ファイルシステムはクラスタマウントできません。ディスクレイアウトバージョン 6 のあるク
ラスタファイルシステムをアップグレードするには、ファイルシステムをローカルマウントし
てファイルシステムをアップグレードし、次に以降バージョンに vxupgrade ユーティリティ
を使ってファイルシステムをアップグレードします。
ディスクレイアウトバージョンをアップグレードするには
◆

ディスクレイアウトバージョン 6 からバージョン 10 にするには、このファイルシステム
のディスクレイアウトを段階的にアップグレードする必要があります。次に例を示しま
す。
#
#
#
#

vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade
vxupgrade

-n
-n
-n
-n

7 /mnt
8 /mnt
9 /mnt
10 /mnt

vxupgrade（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクレイアウトバージョン 4 と 5 のサポートが削除されました。vxfsconvert コマンド
を使ってディスクレイアウトバージョン 4 または 5 からディスクレイアウトバージョン 7 また
はそれ以降の既存ファイルシステムにアップグレードする必要があります。
vxfsconvert（1M）マニュアルページを参照してください。

メモ: シマンテック社はこのリリースをアップグレードする前に、最もサポートが高いのディ
スクレイアウトバージョンに既存ファイルシステムをアップグレードすることを推奨します。
一度ディスクレイアウトバージョンをアップグレードしたら、以前のバージョンにダウング
レードすることはできません。
ファイルシステムのディスクレイアウトバージョンは、次のコマンドを使って確認できます。
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# fstyp -v /dev/vx/dsk/dg1/vol1 | grep -i version

ディスクレイアウトバージョンについて詳しくは、『Symantec Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。

クォータの切り替え
すべてのノードを 6.2 にアップグレードすると、グループとユーザーのクォータが無効に
されていた場合は有効になります。
グループとユーザーのクォータを有効にするには
◆

クォータの切り替え:
# vxquotaon -av

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 30-1 は、クラスタがセキュアモードで動作する場合の LDAP サーバーとの SFCFSHA
クラスタ通信を示しています。
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図 30-1

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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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

SFDB ツールの認証の設定について
Storage Foundation for Databases（SFDB）ツールの認証を設定するには、次のタスク
を実行します。
認証を必要とするための vxdbd デーモンの設 p.441 の 「SFDB ツール認証のための vxdbd の
設定」 を参照してください。
定
SFDB ツールに対して認証を使用しているクラ
スタへのノードの追加

p.517 の 「SFDB ツールに対して認証を使って
いるクラスタへのノードの追加」 を参照してくださ
い。
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SFDB ツール認証のための vxdbd の設定
vxdbd を設定するには、root ユーザーとして次の手順を実行します

1

認証サービスを設定する sfae_auth_op コマンドを実行します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op -o setup
Setting up AT
Starting SFAE AT broker
Creating SFAE private domain
Backing up AT configuration
Creating principal for vxdbd

2

vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.

3

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が存在しない場合、cp
/opt/VRTSdbed/bin/admin.properties.example
/etc/vx/vxdbed/admin.properties を使用します。

4

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
vxdbd has been enabled and the daemon has been started.
It will start automatically on reboot.

vxdbd デーモンは認証を必要とするように設定されました。
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SFCFSHA のインストールの
検証
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

■

製品がインストールされたことの確認

■

インストールログファイル

■

シマンテック製品のプロセスの開始と停止

■

Veritas Volume Manager プロセスのチェック

■

Veritas File System インストールの確認

■

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

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability 用の VCS の設定

■

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
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。
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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

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.540 の 「postcheck オプションの使用について」 を参照してください。
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ノードで postcheck コマンドを実行するには

1

-postcheck オプションを指定してインストーラを実行します。
# ./installer -postcheck system_name

2

インストール関連の情報を確認します。

製品がインストールされたことの確認
SFCFSHA 製品がインストールされていることを確認します。
pkginfo（Solaris 10）または pkg info（Solaris 11）コマンドを使って、どのパッケージ

がインストールされているかを確認します。
Solaris 10:
# pkginfo -l VRTSvlic package_name package_name ...

Solaris 11:
# pkg info -l VRTSvlic package_name package_name

インストールされた製品のバージョンを確認できます。次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTS/install/installsfcfsha<version> -version
<version> は特定のリリースバージョンです。

次のコマンドを使ってインストールされた パッケージ およびそのバージョンについて知る
ことができます。
# /opt/VRTS/install/showversion

p.78 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。
次の項の記述に従って、製品のインストールをさらに確認します。

インストールログファイル
各製品をインストールすると、インストーラによって 3 つのテキストファイルが作成されま
す。
■

インストールログファイル

■

応答ファイル

■

概略ファイル
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各ファイルの名前と場所は、製品のインストールの最後に表示されます。各ファイルは、
常に /opt/VRTS/install/logs ディレクトリに格納されます。監査、デバッグ、今後の
使用のために、ファイルを保存することをお勧めします。

インストールログファイルの使用
インストールログファイルには、手順の間に実行されたすべてのコマンド、その出力、コマ
ンドにより生成されたエラーが含まれます。このファイルはインストールの問題をデバッグ
するためのものであり、シマンテック社サポートによる分析に使われることがあります。

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

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。
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/installsfcfsha<version> -stop
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.78 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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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/installsfcfsha<version> -start
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.78 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。

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

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

プロセスのエントリがこのコマンドからの出力に表示されます。ホットリロケーションを
無効にした場合は、vxrelocd と vxnotify プロセスは表示されません。
ホットリロケーションについて詳しくは、『Symantec Storage Foundation 管理者ガ
イド』を参照してください。

Veritas File System インストールの確認
Veritas File System パッケージは、カーネルコンポーネントと管理コマンドで構成されて
います。

Veritas File System カーネルのインストールの確認
ファイルシステムのドライバがロードされていることを確認するには、次のように入力しま
す。
# modinfo | grep vxfs
modinfo コマンドによって、システムにロードされているすべてのモジュールに関する情

報が表示されます。 vxfs モジュールがロードされている場合は、vxfs に対応するエン
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トリが表示されます。 ロードされていない場合は、ファイルシステムモジュールをロードお
よびアンロードする手順に従って処理を完了してください。
p.256 の 「ファイルシステムモジュールのロードとアンロード」 を参照してください。

コマンドのインストールの確認
表 31-1 に、Veritas File System のコマンドがあるディレクトリを示します。
表 31-1

VxFS コマンドの場所

場所

内容

/etc/fs/vxfs

ファイルシステムをマウントするために必要な Symantec mount コマンドと
QuickLog コマンドがあります。

/usr/lib/fs/vxfs/bin VxFS タイプ固有の切り替えコマンドがあります。
/opt/VRTSvxfs/sbin Symantec 固有のコマンドが格納されています。
/opt/VRTS/bin

前述のディレクトリにインストールされているすべての Symantec 固有コマ
ンドへのシンボリックリンクが含まれています。

これらのサブディレクトリがあるかどうかを調べます。
#
#
#
#

ls
ls
ls
ls

/etc/fs/vxfs
/usr/lib/fs/vxfs/bin
/opt/VRTSvxfs/sbin
/opt/VRTS/bin

環境変数をそれに合わせて調整してあることを確認してください。
p.72 の 「環境変数の設定」 を参照してください。

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

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

出力は次のようになります。
Node
: sys1
Cluster Manager : running
CVM state
: running
No mount point registered with cluster configuration
Node
: sys2
Cluster Manager : running
CVM state
: running
No mount point registered with cluster configuration

Storage Foundation Cluster File System High
Availability 用の VCS の設定
VCS の設定とは、クラスタ、サービスグループ、リソース、リソース依存関係の定義を VCS
エンジンに伝えることです。デフォルト設定では、VCS は 2 つの設定ファイルを使いま
す。
■

main.cf ファイルは全クラスタを定義します。

■

types.cf ファイルはリソースタイプを定義します。

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

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

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

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

Storage Foundation Cluster File System HA のみ
VCS Cluster Manager（Web コンソール）を設定した場合、IP、プロセス、通知リソース
を含む、サービスグループ「ClusterService」が生成されました。これらのリソースは、イン
ストール中に提供した情報に従って設定されました。リソース依存関係も作成されました。

Symantec Cluster Server アプリケーションのフェールオーバーサービ
ス
SFCFSHA をインストールした場合、Symantec Cluster Server により提供されたフェー
ルオーバサービスを監視するアプリケーションの実装を始めることができます。VCS サー
ビスのセットアップに関する情報は、このマニュアルには記載されていません。
Symantec Cluster Server のマニュアルを参照してください。

クラスタを手動で作成するときのクラスタ 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。

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。
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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

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.557 の 「LLT と GAB の設定ファイルについて」 を参照してください。

LLT、GAB、クラスタの動作の検証
VCS コマンドを使用して、LLT、GAB、クラスタの動作を検証します。
LLT、GAB、クラスタの動作を検証するには

1

クラスタ内の任意のノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS コマンドを実行するために PATH 環境変数が設定されていることを確かめま
す。

3

LLT の動作を検証します。
p.452 の 「LLT の確認」 を参照してください。
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4

GAB の動作を検証します。
p.454 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

5

クラスタの動作を検証します。
p.455 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。
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LLT node information:
Node
State
0 sys1
OPEN
*1 sys2
OPEN

5

Links
2
2

LLT についての追加情報を表示するには、各ノードで lltstat -nvv コマンドを実
行します。
たとえば、2 ノードのクラスタのノード 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。
■

Solaris SPARC の場合:
Node
*0 sys1

1 sys2

State
OPEN

Link

Status

Address

bge1 UP
bge2 UP

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

bge1 UP
bge2 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
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7

31

opens:
connects:
gab
opens:
connects:
gab
opens:
connects:

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
0 1
0x7
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 60 61 62 63
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。
a

GAB

b

I/O フェンシング

d

Oracle Disk Manager （ODM）

f

Cluster File System（CFS）

h

Symantec Cluster Server（VCS: High Availability Daemon）

m

Cluster Volume Manager（CVM）
（SmartIO VxVM のキャッシュの一貫性を保つため）

u

Cluster Volume Manager（CVM）
（スレーブノードからマスターノードにコマンドを転送するため）
gabconfig 出力のポート u は CVM プロトコルバージョン >= 100 で認識
されます。

v

Cluster Volume Manager（CVM）

w

vxconfigd（CVM のモジュール）

y

Cluster Volume Manager（CVM）I/O 転送

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。
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GAB を検証するには

1

GAB が動作していることを確認するには、各ノードで次のコマンドを入力します。
/sbin/gabconfig -a

2

コマンドの出力を確認します。
■

GAB が動作している場合は、次の GAB ポートメンバーシップ情報が返されま
す。
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen ada401 membership 01
Port b gen ada40d membership 01
Port d gen ada409 membership 01
Port f gen ada41c membership 01
Port h gen ada40f membership 01
Port m gen ada408 membership 01
Port u gen ada41a membership 01
Port v gen ada416 membership 01
Port w gen ada418 membership 01
Port y gen ada42a membership 01
gabconfig コマンドの出力のポート b は、I/O フェンシング機能が設定されるこ

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

GAB が動作していない場合は、GAB ポートメンバーシップ情報は返されませ
ん。
GAB Port Memberships
===================================

クラスタの検証方法
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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456

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

Frozen

RUNNING
RUNNING

-- GROUP STATE
-- Group

System

B
B

sys1
sys2

cvm
cvm

0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
ONLINE

コマンド出力で次の情報を確認します。
■

システム状態
システム状態の値が RUNNING の場合、クラスタは正常に起動しています。

クラスタノードの検証
hasys -display コマンドを使用して、クラスタシステムの情報を確認します。出力され

た各ノードの情報は同じようになります。
hasys（1M）のマニュアルページを参照してください。

VCS のシステム属性については、『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、コマンドをノード sys1 で実行した場合の出力です。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。
#System

Attribute

Value

sys1

AgentsStopped

1

第 31 章 SFCFSHA のインストールの検証
LLT、GAB、クラスタの動作の検証

#System

Attribute

Value

sys1

AvailableCapacity

CPU 4.51 Mem 51.00 Swap
8085.00

sys1

CPUBinding

BindTo NONE CPUNumber 0

sys1

CPUThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

sys1

CPUUsage

0

sys1

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

sys1

Capacity

CPU 8.00 Mem 5696.00 Swap
8192.00

sys1

ConfigBlockCount

130

sys1

ConfigCheckSum

46688

sys1

ConfigDiskState

CURRENT

sys1

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

sys1

ConfigInfoCnt

0

sys1

ConfigModDate

Tue Sep 23 16:35:03 BEIST 2014

sys1

ConnectorState

Down

sys1

CurrentLimits

sys1

DiskHbStatus

sys1

DynamicLoad

0

sys1

EngineRestarted

0

sys1

EngineVersion

6.2.0.000

sys1

FencingWeight

0

sys1

Frozen

0

sys1

GUIIPAddr
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#System

Attribute

Value

sys1

HostAvailableForecast CPU 4.31 Mem 50.00 Swap
8084.00

sys1

HostUtilization

CPU 43 Mem 99 Swap 1

sys1

LLTNodeId

0

sys1

LicenseType

PERMANENT_SITE

sys1

Limits

sys1

LinkHbStatus

en2 UP en3 UP

sys1

LoadTimeCounter

0

sys1

LoadTimeThreshold

600

sys1

LoadWarningLevel

80

sys1

MemThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

sys1

MeterRecord

AvailableGC 207001 ForecastGC
207001

sys1

NoAutoDisable

0

sys1

NodeId

0

sys1

OnGrpCnt

4

sys1

PhysicalServer

sys1

ReservedCapacity

sys1

ServerAvailableCapacity

sys1

ServerAvailableForecast

sys1

ServerCapacity

sys1

ServerReservedCapacity

sys1

ShutdownTimeout

sys1

サイト

sys1

SourceFile

600

./main.cf
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#System

Attribute

Value

sys1

SwapThresholdLevel

Critical 90 Warning 80 Note 70
Info 60

sys1

SysInfo

Solaris:sys1,Generic_
118558-11,5.9,sun4u

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

sys1

VCSMode

VCS

459

10
ディザスタリカバリ環境の設
定

■

第32章 ディザスタリカバリ環境の設定

32
ディザスタリカバリ環境の設
定
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFCFSHA 用のディザスタリカバリオプション

■

ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定について

■

SFCFSHA のグローバルクラスタ環境の設定について

■

VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケーション設
定について

SFCFSHA 用のディザスタリカバリオプション
SFCFSHA は次を使うディザスタリカバリ環境の設定をサポートしています。
■

キャンパスクラスタ

■

レプリケーションとの GCO（グローバルクラスタ化オプション）

■

レプリケーションのための VVR（ Volume Replicator）を使うグローバルなクラスタ化

ディザスタリカバリ環境の計画について詳しくは、次を参照してください。
このインストールガイドの手順に従って、他のクラスタに対して行うのと同様に、ディザスタ
リカバリ環境のクラスタをインストールして設定できます。
ディザスタリカバリ環境を実装するためのタスクの概要説明について詳しくは、次を参照
してください。
p.462 の 「ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定について」 を参照してくだ
さい。
p.464 の 「SFCFSHA のグローバルクラスタ環境の設定について」 を参照してください。
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p.465 の 「VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバルクラスタのレプリケー
ション設定について」 を参照してください。
クラスタのインストールと設定後のディザスタリカバリ環境の設定について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions ディザスタリカバリ実
装ガイド 』を参照してください。

ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定に
ついて
キャンパスクラスタ:
■

ノード間のネットワークアクセスを保証する高速ケーブルを使って接続されます。

■

単一のクラスタで、ローカルの範囲内の高可用性とディザスタリカバリ機能を実現しま
す。

■

Veritas Volume Manager（VxVM）を使ってサイトにわたってミラー化を行う共有ディ
スクグループを活用するキャンパスクラスタをサポートしています。

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability（SFCFSHA）
によってサポートされます。

次の高レベルのタスクは、パラレルクラスタデータベース環境のキャンパスクラスタの設定
手順を示します。例の値は SF for Oracle RAC に指定されたもので、別のデータベース
アプリケーションを使う SFCFSHA クラスタと適合する必要があります。
表 32-1

ディザスタリカバリ用のパラレルキャンパスクラスタを設定するため
のタスク

タスク

説明

キャンパスクラスタを設定するための準備 『Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions ディザスタリカバリ実装ガイド』
を参照してください。
データ破損を防止するための I/O フェン
シングの設定

『Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions ディザスタリカバリ実装ガイド』
を参照してください。

Oracle RAC Clusterware とデータベー
スのバイナリをインストールする準備

『Symantec Storage Foundation for Oracle RAC イ
ンストール/設定ガイド』を参照してください。

データベースソフトウェアをインストールす データベースのマニュアルを参照してください。
る準備

462

第 32 章 ディザスタリカバリ環境の設定
ディザスタリカバリのためのキャンパスクラスタの設定について

タスク

説明

キャンパスクラスタ用の VxVM ディスクグ
ループの設定

『Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions ディザスタリカバリ実装ガイド』
を参照してください。

Oracle RAC Clusterware とデータベー
スバイナリのインストール

Oracle RAC の場合は、『Symantec Storage
Foundation for Oracle RAC インストール/設定ガイド』
を参照してください。
SFCFSHA の場合は、データベースのマニュアルを参
照してください。

データベースソフトウェアのインストール

データベースのマニュアルを参照してください。

VCS サービスグループの設定

『Symantec Storage Foundation and High
Availability Solutions ディザスタリカバリ実装ガイド』
を参照してください。
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4 ノード SFRAC
キャンパスクラスタの物理的な構
SF Oracle RAC の設定例
成図

図 32-1
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この例ではコーディネーションポイント（CP）サーバーは使われていませんが、コーディ
ネータディスクの 3 番目のサイトの代わりに使うこともできます。

SFCFSHA のグローバルクラスタ環境の設定について
並列クラスタがある環境のためのグローバルクラスタの設定には、多数のコンポーネント
設定タスク間で、調整が必要になります。ここに手順をガイドラインとして示します。このガ
イドは、各クラスタへの SFCFSHA のインストールと設定のために必要になります。グロー
バルクラスタ環境と、2 つのクラスタ間のレプリケーションを設定する方法について詳しく
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は、『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions Disaster Recovery
Guide』を参照してください。
■

プライマリサイトで SFCFSHA クラスタを設定する

■

セカンダリサイトで SFCFSHA クラスタを設定する

■

グローバルクラスタ環境を設定する

■

HA/DR 設定をテストする

テストが成功した場合は、環境を本番運用に切り替える
グローバルクラスタ設定について詳しくは、次を参照してください。
『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions Disaster Recovery
Guide』を参照してください。

VVR（Volume Replicator）を使ったパラレルグローバル
クラスタのレプリケーション設定について
SFCFSHA と Volume Replicator のある環境のグローバルクラスタの設定には、多数の
コンポーネント設定タスク間で、調整が必要になります。次に一覧表示されているタスク
はガイドラインです。
グローバルクラスタ用に 2 つのクラスタを設定する前に、次のことを確認してください。
■

キーレスライセンスを使う場合も、キーを手動でインストールする場合も、SFCFSHA
の正しいインストールオプションが有効であることを検証します。グローバルクラスタに
GCO オプションが必要であり、VVR が使用可能である必要があります。
SFCFSHA の要件とライセンス情報を確認します。

■

両方のクラスタに SFCFSHA ソフトウェアがインストールされ、設定されている必要が
あります。

メモ: 両方のクラスタは同時にインストールし、設定できます。また、2 番目のクラスタを 1
番目のクラスタの設定後に設定できます。
このガイドを使って各クラスタでの SFCFSHA のインストールと設定を行えます。VVR を
使うクラスタ間のグローバルクラスタ環境とレプリケーションの設定について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions ディザスタリカバリ実
装ガイド 』を参照してください。
2 つのクラスタがインストールされ、設定されると、VVR を使ってグローバルクラスタ環境
を設定できるようになります。グローバルクラスタ環境のレプリケーションをサポートするよ
うに両方のクラスタ設定を修正するため、次のタスクを実行する必要があります。
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VVR を使うグローバルクラスタとレプリケーションが設定されたら、この設定に対応する次
のレプリケーションの使用例に従います。
■

リモートサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

セカンダリサイトによるプライマリサイトの役割のテイクオーバー

■

セカンダリサイトへのプライマリサイトの役割の移行

■

新しいプライマリサイトの役割の元のプライマリサイトへの移行

■

停電の後のテイクオーバー

■

停電の後の再同期

■

変更を反映するための rlink の更新

レプリケーションの使用例について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation and High Availability Solutions ディザスタリカバリ実
装ガイド 』を参照してください。
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SFCFSHA のアンインストール

■

第33章 Storage Foundation Cluster File System High Availability のアンインス
トール

■

第34章 応答ファイルを使用したのアンインストール

33
Storage Foundation Cluster
File System High
Availability 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。
■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability の削除につ
いて

■

クラスタ処理のシャットダウン

■

システムでのエージェントの無効化

■

RDS の削除

■

スクリプトベースのインストーラを使った SFCFSHA パッケージのアンインストール

■

Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA のアンインストール

■

pkgrm コマンドを使った Storage Foundation のアンインストール

■

Solaris 11 の非グローバルゾーンでの Storage Foundation Cluster File System
High Availability パッケージの手動アンインストール

■

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

■

SFDB (Storage Foundation for Databases) リポジトリの削除
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Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability の削除について
この項では、Veritas ソフトウェアをアンインストールする際のアンインストールの必要条件
および手順について説明します。
スーパーユーザー権限を持つユーザーのみが、Symantec Storage Foundation Cluster
File System High Availability をアンインストールできます。
警告: この章で説明する手順に従わなかった場合、予想外の問題が起きる可能性があり
ます。

アンインストールの準備
Veritas ソフトウェアを削除する前に、次の内容を確認してください。

リモートアンインストール
リモートシステムの SFCFSHA をアンインストールするためにリモート通信を設定する必
要があります。高可用性の環境では、クラスタのすべてのノードで一度にアンインストール
するには前提条件を満たす必要があります。
次の前提条件は、リモートのアンインストールに必要です。
■

通信プロトコルがシステム間に存在する必要があります。デフォルトでは、アンインス
トールスクリプトは ssh を使います。

■

すべてのシステムのスーパーユーザーとして ssh または rsh のコマンドを実行できる
必要があります。

■

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に設定する
必要があります。

p.571 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。

Veritas Volume Manager を削除する準備
ここでは、ボリュームの内容を保存するために VxVM（Veritas Volume Manager）を削除
する前に従う必要がある手順について説明します。
警告: ここに記載された準備に従わなかった場合、予想外の動作が発生する可能性があ
ります。
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Solaris 11 で、VRTSvxvm を正常にアンインストールするには、SMF サービス
vxvm-configure がオンラインである必要があります。
vxvm 設定サービスがオンラインであること検証するには

1

vxvm-configure サービスの状態を調べます。
# svcs -a | grep vxvm-configure

2

サービスが無効または保守状態にある場合、次のコマンドを使い、サービスログの
場所を含む情報を表示します。
# svcs -xv vxvm-configure

3

問題がなかったら、次のコマンドを使い、vxvm 設定サービスをオンラインにします。
# svcadm enable vxvm-configure

カプセル化されたルートディスクからのボリュームの退避
次の手順に従って、カプセル化されたルートディスクからボリュームを退避します。
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root、swap、usr、または var が Volume Manager の制御下に置かれているボリュー

ムである場合に VxVM をアンインストールするには

1

rootvol、swapvol、usr、var のボリュームに、関連付けられたプレックスが 1 つの

み存在するようにします。
このプレックスは、連続していて非ストライプ、非スパン、非スパースプレックスである
必要があります。プレックスの構成について詳しくは、次のコマンドを使って参照して
ください。
# vxprint -ht rootvol swapvol usr var

これらのボリュームのいずれかに関連付けられた複数のプレックスがある場合は、次
のコマンドを使って不要なプレックスを削除します。
# vxplex -g diskgroup -o rm dis plex_name

2

vxunroot コマンドを実行します。
# /etc/vx/bin/vxunroot
vxunroot コマンドによって、/etc/vfstab 内のボリュームエントリが、rootvol、
swapvol、usr、var のボリュームを構成するディスクパーティションに変更されます。

また、このコマンドによって、root、swap、usr、var のボリュームではなくディスク
パーティションがマウントされるように、/etc/system が変更され、再起動を求める
メッセージが表示されます。

3

root、swap、usr、および var ボリュームを変更したら、残りのボリュームをすべて

ディスクパーティションに移動します。
これは、次のいずれかの方法で実行できます。
■

システム全体のバックアップをテープに作成し、そのテープからリカバリします。

■

各ファイルシステムのバックアップを個別に作成し、ディスクパーティションに新
しいファイルシステムを作成してから、すべてをリカバリします。

■

逐次的にボリュームをディスクパーティションに移動します。
p.471 の 「ディスクパーティションへのボリュームの移動」 を参照してください。
それ以外の場合、VxVM をシャットダウンします。

ディスクパーティションへのボリュームの移動
ディスクパーティションにボリュームを段階的に移動するには次の手順を使ってください。
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段階的にボリュームをディスクパーティションに移動するには、以下の手順を実行しま
す。

1

VOM GUI である vxdiskadm コマンド、または vxevac ユーティリティを使ってディ
スクを退避してください。
ディスクを退避させることによって、指定のディスクからターゲットディスクへとサブディ
スクが移動されます。 退避させたディスクにより、ディスクパーティションに移動する
ボリュームに対して最初の空きディスク領域が提供されます。

2

次のように入力して VxVM 制御から退避されたディスクを削除します。
# vxdg rmdisk diskname
# vxdisk rm devname

3

最初に削除するボリュームを決定して、ボリュームがマウントされている場合は、それ
をマウント解除します。

4

データベースアプリケーションの RAW パーティションとしてボリュームが使われてい
る場合は、アプリケーションがボリュームを更新していないことを確認します。また、
ボリューム上のデータに sync コマンドを適用したことを確認します。

5

format コマンドを使ってボリュームと同じサイズの空きディスク容量のパーティショ

ンを作成してください。
パーティションのために十分な空き容量がなければ、削除される最初のボリュームの
システムに新しいディスクを追加してください。 以降のボリュームはこの最初ボリュー
ムの削除によって生成される空き容量を使うことができます。

6

dd のようなコマンドを使って新しく作成されたディスクパーティションにボリュームの

データをコピーしてください。
# dd if=/dev/vx/dsk/diskgroup/lhome of=/dev/dsk/c2t2d2s7
c2t2d2 が Volume Manager の外にあるディスクで、s7 が新しく作成されたパー

ティションです。

7

/etc/vfstab のボリュームのエントリ（もしあれば）を新しく作成されたパーティショ

ンのエントリと置換してください。

8

対応するボリュームがマウントされていた場合は、ディスクパーティションをマウントし
ます。

9

コマンドを使って VxVM からボリュームを停止してから削除してください。
# vxvol -g diskgroup stop volume_name
# vxedit -rf -g diskgroup rm volume_name
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10 ボリュームを VxVM 制御から削除することによって空きディスク（定義済みのサブディ
スクがそのディスク上にないもの）を削除してください。
まだ特定のディスクに残りのサブディスクがあるかどうかを調べるためには vxprint
コマンドを使ってください。
# vxprint -g diskgroup -F '%sdnum' diskname

出力が 0 でない場合、このディスクに削除する必要のあるサブディスクがまだありま
す。 出力が 0 の場合、VxVM 制御からディスクを削除してください。
# vxdg rmdisk diskname
# vxdisk rm devname

次に取除くボリュームのデータを追加するために作成された空き容量を使ってくださ
い。

11 すべてのボリュームをディスクパーティションに正常に変換した後、システムを再起
動してください。

12 再起動後、vxprint コマンドでどのボリュームも開いていないことを確認します。
# vxprint -Aht -e v_open

13 起動しているボリュームがある場合は、手順を繰り返します。
Solaris のディスクパーティションにボリュームを移動する例
この例では、ボリュームのデータをディスクパーティションに移動する方法を示します。こ
の例には 3 つのディスクがあり、disk1 と disk2 はvol01 ボリュームのサブディスクで、
disk3 は空きディスクです。vol01 のデータは vxevac コマンドを使って disk3 にコピー
されます。
これらは、vol01 のデータが disk3 にコピーされる前の、voldg ディスクグループの内
容です。
# vxprint -g voldg
DG NAME NCONFIG
DM NAME DEVICE
RV NAME RLINK_CNT
RL NAME RVG
V NAME RVG
PL NAME VOLUME
SD NAME PLEX
SV NAME PLEX
DC NAME PARENTVOL
SP NAME SNAPVOL

-ht
NLOG
TYPE
KSTATE
KSTATE
KSTATE
KSTATE
DISK
VOLNAME
LOGVOL
DCO

MINORS
PRIVLEN
STATE
STATE
STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR

GROUP-ID
PUBLEN
PRIMARY
REM_HOST
LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

STATE
DATAVOLS
REM_DG
READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF

SRL
REM_RLNK
PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM

UTYPE
MODE
MODE
MODE
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dg voldg default
default 115000
1017856044.1141.hostname.veritas.com
dm disk1 c1t12d0s2 sliced
dm disk2 c1t14d0s2 sliced
dm disk3 c1t3d0s2 sliced

2591
2591
2591

17900352 17899056 17899056 -

v
pl
sd
sd

ACTIVE
ACTIVE
0
0

4196448
4196448
2098224
2098224

vol1
pl1
sd1
sd2

vol1
pl1
pl1

ENABLED
ENABLED
disk1
disk2

ROUND
CONCAT
0
2098224

c1t12d0
c1t14d0

fsgen
RW
ENA
ENA

disk3 に disk1 を避難させます。
# /etc/vx/bin/vxevac -g voldg disk1 disk3
# vxprint -g voldg -ht
DG
DM
RV
RL
V
PL
SD
SV
DC
SP

NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME

NCONFIG
DEVICE
RLINK_CNT
RVG
RVG
VOLUME
PLEX
PLEX
PARENTVOL
SNAPVOL

NLOG
TYPE
KSTATE
KSTATE
KSTATE
KSTATE
DISK
VOLNAME
LOGVOL
DCO

MINORS
PRIVLEN
STATE
STATE
STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR

GROUP-ID
PUBLEN
PRIMARY
REM_HOST
LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

STATE
DATAVOLS
REM_DG
READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF

SRL
REM_RLNK
PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM

UTYPE
MODE
MODE
MODE

c1t3d0
c1t14d0

fsgen
RW
ENA
ENA

dg voldg default
default 115000
1017856044.1141.hostname.veritas.com
dm disk1 c1t12d0s2
dm disk2 c1t14d0s2
dm disk3 c1t3d0s2

sliced
sliced
sliced

2591
2591
2591

17900352 17899056 17899056 -

v
pl
sd
sd

ENABLED
ENABLED
disk3
disk2

ACTIVE
ACTIVE
0
0

4196448
4196448
2098224
2098224

vol1 pl1
vol1
disk3-01l1
sd2
pl1

disk3 に disk2 を避難させます。
# /etc/vx/bin/vxevac -g voldg disk2 disk3
# vxprint -g voldg -ht

ROUND
CONCAT
0
2098224
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DG
DM
RV
RL
V
PL
SD
SV
DC
SP

NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME
NAME

NCONFIG
DEVICE
RLINK_CNT
RVG
RVG
VOLUME
PLEX
PLEX
PARENTVOL
SNAPVOL

NLOG
TYPE
KSTATE
KSTATE
KSTATE
KSTATE
DISK
VOLNAME
LOGVOL
DCO

MINORS
PRIVLEN
STATE
STATE
STATE
STATE
DISKOFFS
NVOLLAYR

GROUP-ID
PUBLEN
PRIMARY
REM_HOST
LENGTH
LENGTH
LENGTH
LENGTH

STATE
DATAVOLS
REM_DG
READPOL
LAYOUT
[COL/]OFF
[COL/]OFF

SRL
REM_RLNK
PREFPLEX
NCOL/WID
DEVICE
AM/NM
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UTYPE
MODE
MODE
MODE

dg voldg
default
default 115000
1017856044.1141.hostname.veritas.com
dm disk1
dm disk2
dm disk3

c1t12d0s2 sliced
c1t14d0s2 sliced
c1t3d0s2 sliced

2591
2591
2591

17900352 17899056 17899056 -

v
pl
sd
sd

vol1
pl1
pl1

ACTIVE
ACTIVE
0
2098224

4196448
4196448
2098224
2098224

vol1
pl1
disk3-01
disk3-02

ENABLED
ENABLED
disk3
disk3

ROUND
CONCAT
0
2098224

c1t3d0
c1t3d0

退避させたディスクを VxVM の制御からはずします。
# vxdisk -g
DEVICE
c1t3d0s2
c1t12d0s2
c1t14d0s2
#
#
#
#

voldg list
TYPE
DISK
sliced
disk3
sliced
disk1
sliced
disk2

GROUP
voldg
voldg
voldg

STATUS
online
online
online

vxdg rmdisk disk1
vxdg rmdisk disk2
vxdisk rm c1t12d0
vxdisk rm c1t14d0

避難させたディスクが VxVM の制御からはずされたことを確認します。
# vxdisk -g voldg list
DEVICE
TYPE
DISK
c1t3d0s2
sliced
disk3

GROUP
voldg

STATUS
online

最初に移動するボリュームがマウントされたかどうかを確認します。

fsgen
RW
ENA
ENA
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# mount | grep vol1
/vol1 on /dev/vx/dsk/voldg/vol1
read/write/setuid/log/nolargefiles/dev=12dc138 on Wed Apr
3 10:13:11 2002

ボリュームと同じサイズの空きディスク領域にパーティションを作成します。 この例では、
2G パーティションが disk1 で作成されます（c1t12d0s1）。
# format
Searching for disks...done
AVAILABLE DISK SELECTIONS:
0. c0t0d0 <SUN9.0G cyl 4924 alt 2 hd 27 sec 133>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@0,0
1. c1t3d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@3,0
2. c1t9d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@9,0
3. c1t10d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@a,0
4. c1t11d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@b,0
5. c1t12d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@c,0
6. c1t14d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@e,0
7. c1t15d0 <QUANTUM-ATLASIV9SCA-0808 cyl 13814 alt 2 hd 4 sec 324>
/sbus@1f,0/SUNW,fas@2,8800000/sd@f,0
Specify disk (enter its number): 5
selecting c1t12d0
[disk formatted]
FORMAT MENU:
disk
type
partition
current
format
repair
label
analyze
defect
backup
verify

-

select a disk
select (define) a disk type
select (define) a partition table
describe the current disk
format and analyze the disk
repair a defective sector
write label to the disk
surface analysis
defect list management
search for backup labels
read and display labels
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save
inquiry
volname
!<cmd>
quit
format> p

-

save new disk/partition definitions
show vendor, product and revision
set 8-character volume name
execute <cmd>, then return

PARTITION MENU:
0
- change '0' partition
1
- change '1' partition
2
- change '2' partition
3
- change '3' partition
4
- change '4' partition
5
- change '5' partition
6
- change '6' partition
7
- change '7' partition
select - select a predefined table
modify - modify a predefined partition table
name
- name the current table
print - display the current table
label - write partition map and label to the disk
!<cmd> - execute <cmd>, then return
quit
partition> 1
Part
Tag
Flag
Cylinders
Size
Blocks
1 unassigned
wm
0
0
(0/0/0)
Enter partition id tag[unassigned]:
Enter partition permission flags[wm]:
Enter new starting cyl[0]:
Enter partition size[0b, 0c, 0.00mb, 0.00gb]: 2.00gb
partition> l
Ready to label disk, continue? y

0

partition> p
Current partition table (unnamed):
Total disk cylinders available: 13814 + 2 (reserved cylinders)
Part
Tag
Flag
Cylinders
Size
Blocks
0 unassigned
wm
0
0
(0/0/0)
0
1 unassigned
wm
0 - 3236
2.00GB (3237/0/0)
4195152
partition> q

新しく作成されたディスクパーティションに vol01 のデータをコピーします。
# dd if=/dev/vx/dsk/voldg/vol01 of=/dev/dsk/c1t12d0s1
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/etc/vfstab ファイルで、次のエントリを削除します。
/dev/vx/dsk/voldg/vol1 /dev/vx/rdsk/voldg/vol1 /vol1 vxfs 4 yes rw

新しく作成されたパーティション用のエントリに置き換えます。
/dev/dsk/c1t12d0s1 /dev/rdsk/c1t12d0s1 /vol01 vxfs 4

yes rw

ディスクパーティションをマウントします。
# mount -F vxfs /dev/dsk/c1t12d0s1 /vol01

VxVM から vol01 を削除します。
# vxedit -rf -g voldg rm /dev/vx/dsk/voldg/vol01

完了するには、残りの手順を実行します。

Veritas File System を削除するための準備
マウント済みの VxFS ファイルシステムまたは Storage Checkpoint が存在する場合は、
VRTSvxfs パッケージを削除できません。Symantec Storage Foundation をアンインス
トールする前に、VxFS ファイルシステムと Storage Checkpoint のマウントを解除します。
VRTSvxfs パッケージを削除した後、別の VRTSvxfs パッケージをインストールするまで
は、VxFS ファイルシステムをマウントしたり VxFS ファイルシステムにアクセスしたりする
ことはできません。
ファイルシステムをマウント解除するには

1

VxFS ファイルシステムがマウントされているかどうかを確認します。
# cat /etc/mnttab | grep vxfs

2

ファイルシステムがマウントされている場合は、マウントを解除します。
# umount special | mount_point

マウントを解除するファイルシステムを mount_point または special（ファイルシステ
ムが存在するデバイス）として指定します。このコマンドと利用可能なオプションにつ
いて詳しくは、umount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。
-a オプションを指定して、/、/usr、/usr/kvm、/var、/proc、/dev/fd、/tmp を

除くすべてのファイルシステムをマウント解除できます。
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Storage Checkpoint をマウント解除するには

1

Storage Checkpoint がマウントされているかどうかを確認します。
# cat /etc/mnttab | grep vxfs

2

Storage Checkpoint のマウントを解除します。
# umount /checkpoint_name

クラスタ処理のシャットダウン
システムが HA クラスタとして実行中の場合は、すべてのサービスグループをオフライン
にして VCS をシャットダウンする必要があります。
すべてのサービスグループをオフラインにして VCS をシャットダウンするには
◆

次のように hastop コマンドを使います。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -all

警告: hastop コマンドに -force オプションを指定してはいけません。このオプショ
ンを指定した場合、すべてのサービスグループがオンラインのまま VCS がシャット
ダウンされるので、パッケージ のアンインストール時に問題が生じる可能性がありま
す。

システムでのエージェントの無効化
この項では、システム上の VCS Agents for VVR を無効にする方法を説明します。 エー
ジェントを無効にするには、エージェントのリソースタイプが含まれるサービスグループを
OFFLINE 状態に変更する必要があります。 そうすると、アプリケーションを停止したり、
アプリケーションを他のシステムに切り替えたりできる状態になります。
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エージェントを無効にするには

1

次のコマンドを入力することで、エージェントのリソースタイプが含まれるサービスグ
ループがオンラインになっているかどうかを確認します。
# hagrp -state service_group -sys system_name

オンラインのサービスグループがない場合は、3 にスキップします。

2

サービスグループがオンラインである場合、オフラインにします。
サービスグループをオフラインにして、クラスタ内の他のシステムでオンラインにしな
い場合は、次のように入力します。
# hagrp -offline service_group -sys system_name

3

次のように入力することで、システム上のエージェントを停止します。
# haagent -stop agent_name -sys system_name
［ログファイルの中からメッセージを検索してください。（Please look for messages in
the log file）］というメッセージが表示された場合

は、/var/VRTSvcs/log/engine_A.log ファイルを調べ、各エージェントが停止し
たことを示すメッセージがあるかどうかを確認してください。
また、ps コマンドを使って、エージェントが停止していることを確認することもできま
す。

4

サービスグループの SystemList からシステムを削除します。 SystemList 内のす
べてのシステム上のエージェントを無効にすると、VCS 設定からサービスグループ
とリソースタイプを削除することもできます。
コマンドラインから VCS を管理する方法の説明をお読みください。
『Symantec Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

RDS の削除
VVR を使う場合、次の手順を実行する必要があります。この項では、アプリケーションが
アクティブになっている場合または停止している場合に、RDS（Replicated Data Set）を
削除する手順を説明します。
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RDS を削除するには

1

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

セカンダリが最新である必要がない場合、2 に進み、-f オプションを指定した
vradmin stoprep コマンドを使って、レプリケーションを停止します。

2

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、セカンダリへのレプリケーション
を停止します。
プライマリとセカンダリの RLINK が最新でない場合、vradmin stoprep コマンドは
失敗します。RLINK が最新でない場合でも、-f オプションを使ってセカンダリへの
レプリケーションを停止します。
# vradmin -g diskgroup stoprep local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表しま
す。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。

3

RDS 内の任意のホストで次のコマンドを実行して、RDS からセカンダリを削除しま
す。
# vradmin -g diskgroup delsec local_rvgname sec_hostname

引数 local_rvgname は、ローカルホスト上の RVG 名であり、その RDS を表しま
す。
引数 sec_hostname はセカンダリホスト名です。これは、vradmin printrvg コマ
ンドの出力に表示されます。

4

プライマリで次のコマンドを実行して、RDS からプライマリを削除します。
# vradmin -g diskgroup delpri local_rvgname
vradmin delpri コマンドに -f オプションを指定した場合、プライマリでアプリケー

ションが実行されていても、プライマリは削除されます。
RDS が削除されます。

5

RDS 内のプライマリホストとセカンダリホストから SRL を削除するには、プライマリと
すべてのセカンダリで次のコマンドを実行します。
# vxedit -r -g diskgroup rm srl_name
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スクリプトベースのインストーラを使った SFCFSHA パッ
ケージのアンインストール
次の手順を使って、SFCFSHA 製品を削除します。
ソフトウェアのインストール時に行った選択内容によっては、パッケージの一部がシステム
にインストールされない場合があります。
メモ: 製品をアンインストールした後、SFCFSHA の以前のバージョンでは SFCFSHA
6.2 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。
言語 パッケージ は、英語パッケージをアンインストールするとアンインストールされます。
シャットダウンして、インストール済みの SFCFSHA パッケージを削除するには

1

ファイルシステムテーブル /etc/vfstab からすべての Veritas File System（VxFS）
エントリをコメントアウトまたは削除します。これらのエントリの削除に誤りがあった場
合、後でシステムの起動に問題が起きる可能性があります。

2

VxFS ファイルシステムのすべてのマウントポイントをマウント解除します。
# umount /mount_point

3

VxVM パッケージ（VRTSvxvm）がインストールされている場合は、VxVM のアンイン
ストール手順に従います。
p.469 の 「Veritas Volume Manager を削除する準備」 を参照してください。

4

必要な手順がすべて実行されたことを確認します。

5

HA 設定では、ローカルシステムまたはすべてのシステムで VCS プロセスを停止し
ます。
ローカルシステムで VCS 処理を停止するには
# hastop -local

すべてのシステムで VCS 処理を停止するには
# hastop -all
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6

/opt/VRTS/install ディレクトリに移動して、アンインストールスクリプトを実行しま

す。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallsfcfsha<version>
<version> は特定のリリースバージョンです。

または、rsh を使っている場合、次を使います。
# ./uninstallsfcfsha<version> -rsh

p.78 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。

7

アンインストールスクリプトにより、システム名の入力を求めるメッセージが表示されま
す。SFCFSHA をアンインストールする 1 つ以上のシステム名を、sys1 のようにス
ペースで区切って入力します。
Enter the system names separated by spaces: [q?] sys1 sys2

8

アンインストールスクリプトにより、製品プロセスの停止を求めるメッセージが表示され
ます。［yes］と回答すると、プロセスが停止し、パッケージがアンインストールされま
す。
アンインストールスクリプトにより、ログファイルが作成され、ログファイルの場所が表
示されます。

9

パッケージには、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、
すべてのパッケージを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。

10 パッケージが削除されたかどうかを確認するには、次のコマンドを使います。
Solaris 10:
# pkginfo | grep VRTS

Solaris 11:
# pkg list VRTS¥*

11 アンインストールで VRTS パッケージをすべて削除できない場合はインストーラのロ
グでエラーの原因を調べるか、または pkgrm コマンドを使ってパッケージを手動で
削除します。次に例を示します。
pkgrm VRTSvxvm
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Web ベースのインストーラを使った SFCFSHA のアンイ
ンストール
この項では、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、SFCFSHA の以前のバージョンでは SFCFSHA
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。
SFCFSHA をアンインストールするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.171 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［Storage Foundation Cluster File System
High Availability］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

アンインストール先のシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区
切って入力します。［次へ（Next）］をクリックします。

6

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムから
SFCFSHA をアンインストールします。

7

ターゲットシステムで動作しているプロセスがある場合、インストーラはプロセスを停
止します。［次へ（Next）］をクリックします。

8

インストーラがプロセスを停止した後、指定したシステムから製品が削除されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

9

アンインストールが完了した後、概略ファイル、応答ファイル、およびログファイルの
場所が表示されます。必要に応じて、削除の状態を確認するためにファイルを表示
します。

10 ［完了（Finish）］をクリックします。
パッケージには、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、
すべてのパッケージを削除した後、システムを再起動することをお勧めします。
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pkgrm コマンドを使った Storage Foundation のアンイ
ンストール
pkgrm コマンドを使って Storage Foundation をアンインストールするには、次の手順に
従います。
pkgrm コマンドを使って Symantec Storage Foundation をアンインストールする場合、
パッケージを特定の順番で削除する必要があります。そうしないと、アンインストールは失
敗します。順番とおりでないパッケージの削除は、コアダンプなどのエラーを引き起こしま
すが、パッケージは削除されます。
Storage Foundation をアンインストールするには

1

すべての VxFS ファイルシステムと Storage Checkpoints をマウント解除し、すべ
ての VxVM のボリュームを閉じてください。
ファイルシステムテーブル /etc/vfstab からすべての Veritas File System（VxFS）
エントリをコメントアウトまたは削除します。これらのエントリの削除に誤りがあった場
合、後でシステムの起動に問題が起きる可能性があります。

2

VxFS ファイルシステムとストレージチェックポイントのすべてのマウントポイントをマ
ウント解除します。
# umount /mount_point

3

すべてのアプリケーションからの VxVM ボリュームへのアクセスを停止して VxVM
ボリュームを閉じます。
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4

各種デーモンを停止します（該当する場合）。

# /opt/VRTS/bin/vxsvcctrl stop

5

次の順にパッケージを削除します。
Solaris 10:
# # pkgrm VRTSodm VRTSgms VRTScavf VRTSglm VRTSdbed ¥
VRTSvcsea VRTSvcsag VRTScps VRTSvcs VRTSamf ¥
VRTSvxfen VRTSgab VRTSllt VRTSfssdk VRTSfsadv ¥
VRTSvxfs VRTSsfmh VRTSob VRTSaslapm VRTSvxvm ¥
VRTSspt VRTSsfcpi60 VRTSperl VRTSvlic

Solaris 11:
# pkg uninstall VRTSodm VRTSgms VRTScavf VRTSglm VRTSdbed ¥
VRTSvcsea VRTSvcsag VRTScps VRTSvcs VRTSamf ¥
VRTSvxfen VRTSgab VRTSllt VRTSfssdk VRTSfsadv ¥
VRTSvxfs VRTSsfmh VRTSob VRTSaslapm VRTSvxvm ¥
VRTSspt VRTSsfcpi60 VRTSperl VRTSvlic

pkgrm コマンドによる言語パッケージのアンインストール
言語パッケージのみを削除するには、pkgrm コマンドを使います。
製品インストーラメニューまたはアンインストールスクリプトを使うと、英語パッケージと一緒
に言語パッケージも削除できます。
言語パッケージを削除するには
◆

pkgrm コマンドを使って、適切なパッケージを削除します。

p.587 の 「中国語パッケージ」 を参照してください。
p.588 の 「日本語パッケージ」 を参照してください。
# pkgrm package_name package_name ...

パッケージは相互に依存していないため、任意の順序で削除できます。
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Solaris 11 の非グローバルゾーンでの Storage
Foundation Cluster File System High Availability パッ
ケージの手動アンインストール
1

スーパーユーザーとして非グローバルゾーンにログオンします。

2

Solaris ブランドゾーンから SFCFSHA パッケージをアンインストールします。
# pkg uninstall VRTSperl VRTSvlic VRTSvcs VRTSvcsag VRTSvcsea
VRTSvxfs

3

Solaris 10 ブランドゾーンから SFCFSHA パッケージをアンインストールします。
# pkgrm VRTSperl VRTSvlic VRTSvcs VRTSvcsag VRTSvcsea

メモ: SFCFSHA パッケージが非グローバルゾーン内にインストールされている場合は、
前述の手順を実行して、グローバルゾーンからパッケージのアンインストールを試みる前
に非グローバルゾーンからアンインストールしてください。

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。
警告: 設定を削除する CP サーバーを使用している SFCFSHA クラスタ（アプリケーショ
ンクラスタ）がないことを確認します。# 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。
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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

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.
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5
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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。

SFDB (Storage Foundation for Databases) リポジトリ
の削除
製品を削除した後に、SFDB リポジトリファイルとバックアップを削除できます。
SFDB リポジトリファイルを削除すると、SFDB ツールが無効になります。
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SFDB リポジトリを削除するには

1

ホストで作成された SFDB リポジトリを特定します。
# cat /var/vx/vxdba/rep_loc
{
"sfae_rept_version" : 1,
"oracle" : {
"SFAEDB" : {
"location" : "/data/sfaedb/.sfae",
"old_location" : "",
"alias" : [
"sfaedb"
]
}
}
}

2

location キーで特定されるディレクトリを削除します。
# rm -rf /data/sfaedb/.sfae

3

リポジトリの場所にあるファイルを削除します。
# rm -rf /var/vx/vxdba/rep_loc

これで SFDB リポジトリの削除が完了します。
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34
応答ファイルを使用したのア
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 SFCFSHA のアンインストール

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をアンイン
ストールするための応答ファイル変数

■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 SFCFSHA のアンインストール
一般に、あるクラスタで SFCFSHA のアンインストールを実行した後にインストーラによっ
て生成された応答ファイルは、他のクラスタで SFCFSHA をアンインストールするために
使えます。
自動アンインストールを実行するには

1

SFCFSHA をアンインストールするための前提条件を満たしていることを確認してく
ださい。

2

SFCFSHA をアンインストールするシステムに応答ファイルをコピーします。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
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4

応答ファイルをコピーしたシステムからアンインストールを開始します。次に例を示し
ます。
# /opt/VRTS/install/uninstallsfcfsha<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.78 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 Storage Foundation Cluster File System
High Availability をアンインストールするための応答ファ
イル変数
表 34-1 に、SFCFSHA を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示しま
す。
表 34-1

SFCFSHA をアンインストールするための応答ファイルの変数

変数

説明

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{prod}

インストールまたはアンインストールされる製品を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: 必須

CFG{opt}{keyfile}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイル
の場所を定義します。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{tmppath}

インストール中に必要な一時ファイルやパッケージを保管す
る作業ディレクトリの作成場所を定義します。デフォルトの場
所は /var/tmp です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション
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変数

説明

CFG{opt}{logpath}

ログファイルをコピーする場所を指定します。デフォルトの場
所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストまたはスカラー: スカラー
オプションまたは必須: オプション

CFG{opt}{uninstall}

SFCFSHA パッケージをアンインストールします。
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

Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability をアンインストールするためのサンプ
ル応答ファイル
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability をアンインストー
ルするための応答ファイルの例を次に示します。
our %CFG;
$CFG{opt}{redirect}=1;
$CFG{opt}{uninstall}=1;
$CFG{prod}="SFCFSHA62";
$CFG{systems}=[ qw(sol90118 sol90119) ];
1;
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12
ノードの追加と削除

■

第35章 SFCFSHA クラスタへのノードの追加

■

第36章 SFCFSHA クラスタからのノードの削除

35
SFCFSHA クラスタへのノー
ドの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタへのノードの追加について

■

クラスタにノードを追加する前に

■

SFCFSHA インストーラを使ったクラスタへのノードの追加

■

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

■

応答ファイルを使ったノードの追加

■

新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定

■

SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノードの追加

■

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

■

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例

クラスタへのノードの追加について
SFCFSHA をインストールしてクラスタを作成すると、クラスタでのノードの追加や削除を
行うことができます。最大 64 のノードからなるクラスタを作成できます。
次の方法でノードを追加できます。
■

製品インストーラを使う

■

Web インストーラを使う

■

手動
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次の表に、既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加するために必要なタスクの概略を
示します。
表 35-1

クラスタにノードを追加するためのタスク

手順

説明

クラスタにノードを追加する前に、前 p.496 の 「クラスタにノードを追加する前に」 を参照してくださ
提条件を満たしていることを確認し、 い。
準備タスクを完了してください。
クラスタに新しいノードを追加しま
す。

p.499 の 「SFCFSHA インストーラを使ったクラスタへのノー
ドの追加」 を参照してください。
p.502 の 「Web ベースのインストーラを使ったノードの追加」
を参照してください。
p.503 の 「手動によるクラスタへのノードの追加」 を参照して
ください。

クラスタに新しいノードを追加したら、 p.511 の 「新しいノードの CVM と CFS の設定」 を参照して
そのノードの設定を行います。
ください。
SFDB（Storage Foundation for
p.517 の 「SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへ
Databases）ツールを使用している のノードの追加」 を参照してください。
場合は、リポジトリデータベースを更
p.518 の 「ノード追加後の SFDB（Storage Foundation for
新する必要があります。
Databases）リポジトリの更新」 を参照してください。

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

クラスタにノードを追加する前に
既存の SFCFSHA クラスタにノードを追加する準備を始める前に、次の準備作業を行う
必要があります。
■

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされていることを確認する。

■

ハードウェアを設定する。

■

新しいノードを準備する。

ハードウェアとソフトウェアの必要条件が満たされていることを確認するには

1

SFCFSHA のハードウェアとソフトウェアの必要条件を確認します。
p.74 の 「システムがインストールできる状態かどうかの評価」 を参照してください。

2

新しいシステムのオペレーティングシステムのバージョンとパッチレベルが既存のク
ラスタのものと同じであることを確認します。
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3

既存のクラスタが SFCFSHA クラスタで、そのクラスタ上で SFCFSHA が動作して
いることを確認します。

4

クラスタが以前のバージョンからアップグレードされている場合は、クラスタプロトコル
のバージョンを調べて、追加するノードと同じバージョンであることを確認してくださ
い。プロトコルが一致しない場合、そのノードを既存のクラスタに参加させることはで
きません。
次のコマンドを使って、クラスタプロトコルのバージョンを確認します。
# vxdctl protocolversion
Cluster running at protocol 140

5

マスターノードのクラスタプロトコルがバージョン 130 よりも前である場合は、以下を
使ってアップグレードします。
# vxdctl upgrade [version]

既存のクラスタに新しいシステムを設定する前に、図 35-1に示す手順に従ってクラスタ
にシステムを物理的に追加する必要がありす。
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 35-1
パブリックネ
ットワーク

共有ストレージ
既存のノード 1

プライベ
ートネッ
トワーク

既存のノード 2

ハブまたは
スイッチ

新しいノ
ード
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ハードウェアを設定するには

1

SFCFSHA プライベートネットワーク用イーサネットコントローラを接続します。
必要に応じて次のタスクを実行します。
■

クラスタにノードを追加するとき、プライベートネットワーク接続のための独立した
スイッチまたはハブを使用します。 2 ノードのクラスタにはクロスオーバーケーブ
ルのみを使うことができます。そのためスイッチまたはハブのケーブルをスワップ
アウトしなければならないことがあります。

■

すでに独立したハブを使っている場合は、新しいノードの 2 つのイーサネットコ
ントローラをその独立したハブに接続します。

図 35-1 は、2 つの独立したハブを使って、既存の 2 ノードクラスタに新しいノードを
追加している様子を示しています。

2

次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

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

■

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

■

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

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

1

installsfcfsha プログラムのあるフォルダに移動します。新しいノードがインストール
の必要条件を満たしていることを確認します。
# ./installsfcfsha -precheck

Web ベースのインストーラを事前チェックに使うこともできます。

2

設定を行わず、新しいシステムに SFCFSHA パッケージ のみをインストールします。
既存のノードで使用できるすべての VRTS パッケージ が新しいノードでも使用でき
ることを確認します。
# ./installsfcfsha

メッセージを表示された場合 SFCFSHA を設定しないでください。
Would you like to configure SFCFSHA on sys5? [y,n,q]? n
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SFCFSHA インストーラを使ったクラスタへのノードの追
加
SFCFSHA インストーラで –addnode オプションを使って、ノードをクラスタに追加できま
す。
SFCFSHA インストーラは次のタスクを実行します。
■

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が設定はされていない製品とパッケージを確認
します。

■

新しいノードでネットワークインターフェースを検出し、インターフェースの設定を確認
します。

■

新しいノードで次のファイルを作成する。
/etc/llttab
/etc/VRTSvcs/conf/sysname

■

次のファイルを更新して既存のノードから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
/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/default/llt
/etc/default/gab

■

既存クラスタの CPS サーバーがセキュアな場合の、新しいノードでのセキュリティク
レデンシャルの生成

■

既存のクラスタで使っているフェンシングモードに応じて、ディスクベースのフェンシン
グまたはサーバーベースのフェンシングを設定する。

■

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

■

SFCFSHA プロセスを起動し、新しいノードで CVM と CFS を設定します。
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プロセスの終了後に、新しいノードが SFCFSHA クラスタに参加します。
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。
p.528 の 「CP サーバーからのノード設定の削除」 を参照してください。
インストーラを使って既存のクラスタにノードを追加するには

1

既存のクラスタのノードのいずれかに root ユーザーとしてログインします。

2

-addnode オプションを指定して SFCFSHA インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfcfsha<version> -addnode
<version> は特定のリリースバージョンです。

p.78 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 SFCFSHA クラスタのノード名を入力します。
インストーラでは既存のクラスタを識別するためにノード情報が使われます。
Enter one node of the SFCFSHA cluster to which
you would like to add one or more new nodes: 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

インストーラでクラスタへのノードの追加を確認するメッセージが表示されるかどうか
を確認します。
インストーラによってノードにインストールされた製品とパッケージが確認され、ネット
ワークインターフェースが検出されます。
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6

第 1 のプライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの
名前を入力します。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on sys5: [b,q,?] bge1
Enter the NIC for the second private heartbeat
link on sys5: [b,q,?] bge2

メモ: クラスタの可用性を高くするために、少なくとも 2 つのプライベートハートビート
リンクを設定する必要があります。

7

既存のクラスタに設定されている LLT リンクの数に応じて、新しいノードに追加プラ
イベートハートビートリンクを設定します。
インストーラによってネットワークインターフェースの設定が確認され、情報が表示さ
れます。

8

情報を確認します。

9

既存のクラスタで SMTP、SNMP、グローバルクラスタオプションを設定している場
合は、新しいノードの NIC 情報を求めるメッセージが表示されます。
Enter the NIC for VCS to use on sys5: bge3

10 新しいノードに共有ボリュームをマウントするオプションがインストーラに表示されま
す。マウントするには y を選択します。
完了すると、インストーラでボリュームのマウントが確認されます。インストーラは、実
行された処理の詳細と、ログファイル、概略ファイル、応答ファイルの場所を示しま
す。
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502

11 既存のクラスタがセキュアモードでサーバーベースのフェンシングを使っている場
合、インストーラにより、新しいノード上にセキュアモードでサーバーベースのフェン
シングが設定されます。
その後、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、ログファイル、概略ファイル、応答ファイル
の場所を示します。
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 -makerw
# hauser -addpriv <user group> GuestGroup
# haclus -modify <user group> GuestGroup
# haconf -dump -makero

12

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

クラスタに参加したことを確認してください。

Web ベースのインストーラを使ったノードの追加
Web ベースのインストーラを使って、クラスタにノードを追加できます。
Web ベースのインストーラを使ってクラスタにノードを追加するには

1

［タスク（Task）］プルダウンメニューで、［クラスタノードの追加（Add a Cluster node）］
を選択します。
製品のプルダウンメニューから、製品を選択します。
［次へ］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。
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3

［システム名（System Names）］フィールドで、ノードを追加するクラスタ内でのノー
ドの名前を入力し、［OK］をクリックします。
システム間通信と互換性が検査されます。ノードの検査が失敗した場合は、エラー
を確認して問題を解決します。
クラスタの名前、ID、そのシステムの確認を求められたら、確認します。 ［はい（Yes）］
ボタンをクリックして続行します。

4

［システム名（System Names）］フィールドで、ノードとしてクラスタに追加するシステ
ムの名前を入力します。 システム名はスペースで区切ります。［次へ］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
クラスタにノードを手動で追加する予定がある場合にのみ、SFCFSHA をインストールし
た後にこの手順を実行します。
表 35-2

クラスタにノードを手動で追加するための手順

手順

説明

新しいノードで Veritas Volume
Manager（VxVM）を起動します。

p.504 の 「新しいノードの VxVM の起動」 を参照してくださ
い。

新しいノードのクラスタプロセスを設 p.505 の 「新しいノードのクラスタプロセスの設定」 を参照し
定します。
てください。
既存クラスタの CPS サーバーがセ p.507 の 「セキュアモードで動作するノードの設定」 を参照し
キュアである場合は、新しいノードの てください。
セキュリティのクレデンシャルを生成
してください。
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手順

説明

既存クラスタのフェンシング設定と一 p.510 の 「新しいノードでのフェンシングの起動」 を参照して
致するように、新しいノードのフェン ください。
シングを設定します。
サーバーベースの I/O フェンシング
を使うように既存のクラスタが設定さ
れている場合は、新しいノードにサー
バーベースの I/O フェンシングを設
定します。
VCS を起動します。

p.511 の 「新しいノードで VCS を起動するには」 を参照して
ください。

CVM と CFS を設定します。

p.511 の 「新しいノードの CVM と CFS の設定」 を参照して
ください。

ClusterService グループが既存の p.512 の 「新しいノードへの ClusterService グループの設
クラスタに設定されたら、そのグルー 定」 を参照してください。
プにノードを追加します。

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

1

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

2

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

3

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

出力に共有ディスクが表示され、エラーがないことを確認します。
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新しいノードのクラスタプロセスの設定
新しいノードでクラスタプロセスを設定するには、次の手順を実行します。

1

既存のノードで、/etc/llthosts ファイルを編集します。vi などのテキストエディタを使っ
て、ファイルに新しいノードの行を追加します。ファイルは次のようになります。
0 sys1
1 sys2
2 sys5

2

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

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

3

新しいシステムに /etc/llttab ファイルを作成します。 次に例を示します。
set-node sys5
set-cluster 101
link bge1 /dev/bge:1 - ether - link bge2 /dev/bge:2 - ether - -

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

4

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

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

5

既存の各システムで /etc/gabtab ファイルを編集して、新しいシステムのファイルと
内容が一致するように変更します。
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6

新しいノードで次のファイルを確認します。
/etc/default/llt
/etc/default/gab
/etc/default/vxfen
/etc/default/vcs

Solaris 10 で SMF を使って関連するプロセスを起動し、ドライバをロードする前に、
各ファイルの属性が次のように設定されているかどうかを確認します。
LLT_START/LLT_STOP=1
GAB_START/GAB_STOP=1
VXFEN_START/VXFEN_STOP=1
VCS_START/VCS_STOP=1

7

vi などのテキストエディタを使って、新しいノードに /etc/VRTSvcs/conf/sysname
ファイルを作成します。このファイルにはクラスタに追加される新しいノードの名前が
含まれている必要があります。
次に例を示します。
sys5

8

新しいノードに汎用一意識別子ファイル /etc/vx/.uuids/clusuuid を作成しま
す。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -rsh -clus -copy ¥
-from_sys sys1 -to_sys sys5

9

新しいノードで LLT、GAB、ODM ドライバを起動します。
# svcadm enable llt
# svcadm enable gab
# svcadm restart vxodm

10 新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a と d であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen df204 membership 012
Port b gen df20a membership 012
Port d gen df207 membership 012
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セキュアモードで動作するノードの設定
セキュアモードで動作しているクラスタにノードを追加する場合にのみ、この手順に従う必
要があります。セキュアモードで動作していないクラスタにノードを追加する場合は、LLT
と GAB の設定に進んでください。
以下のコマンド例では、表 35-3 に示す次の情報を使います。
表 35-3

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
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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

509

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
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8
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次のタスクを実行します。
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/CLIENT
# mkdir /var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST
# export EAT_DATA_DIR='/var/VRTSvcs/vcsauth/data/TRUST'
# /opt/VRTSvcs/bin/vcsauth/vcsauthserver/bin/vssat setuptrust -b ¥
localhost:14149 -s high

9

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

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

1

1 つ以上のノードでディスクベースのフェンシングを使っている場合は、既存のクラ
スタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーします。
/etc/default/vxfen
/etc/vxfendg
/etc/vxfenmode

p.514 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。

2

新しいノードでフェンシングを起動します。
# svcadm enable vxfen

3

新しいノードで、GAB ポートのメンバーシップが a、b、d であることを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
df204 membership 012
Port b gen
df20d membership 012
Port d gen
df20a membership 012
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新しいノードの追加後
新しいノードで VCS を起動します。
新しいノードで VCS を起動するには

1

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

VCS によって、CVM グループがオンラインになります。

2

CVM グループがオンラインであることを確認します。
# hagrp -state

新しいノードの CVM と CFS の設定
既存のクラスタ設定を変更して、新しいノードの Cluster Volume Manager（CVM）と
Cluster File System（CFS）を設定します。
新しいノードに CVM と CFS を設定するには

1

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

2

既存のクラスタのノードの 1 つで、クラスタの設定を読み書き両用モードに設定しま
す。
# haconf -makerw

3

まだ追加されていない場合、VCS の設定に新しいノードを追加します。
# hasys -add sys5

4

既存のクラスタが新しいノードを認識できるようにするには、既存のいずれかのノー
ドで次のコマンドを実行します。
#
#
#
#
#
#

hagrp -modify cvm SystemList -add sys5 2
hagrp -modify cvm AutoStartList -add sys5
hares -modify cvm_clus CVMNodeId -add sys5 2
haconf -dump -makero
/etc/vx/bin/vxclustadm -m vcs reinit
/etc/vx/bin/vxclustadm nidmap
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5

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

6

いずれかの既存のクラスタノードから新しいノードに設定ファイルをコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf ¥
sys5:/etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf

7

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

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

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

1

既存のノード（sys1 など）で、設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

既存の ClusterService グループにノード sys5 を追加します。
# hagrp -modify ClusterService SystemList -add sys5 2
# hagrp -modify ClusterService AutoStartList -add sys5
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3

新しいノードの既存のグループで IP アドレスと NIC リソースを修正します。
# hares -modify gcoip Device bge0 -sys sys5
# hares -modify gconic Device bge0 -sys sys5

4

任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero

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 SFCFSHA 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.514 の 「ノードを SFCFSHA 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.514 の 「SFCFSHA 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。

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
# ./installsfcfsha -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。
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SFCFSHA 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 35-4 に、SFCFSHA 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 35-4

SFCFSHA 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 SFCFSHA クラスタに追加するための応答ファイルの例
次に、SFCFSHA 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;
$CFG{prod}="SFCFSHA62";
d$CFG{systems}=[ qw(sys1 sys5) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=101;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_lltlink1}{sys5}="bge1";
$CFG{vcs_lltlink2}{sys5}="bge2";
1;

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
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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 SFCFSHA クラスタノードのいずれかで、クラスタの設定を読み書き両用モー
ドに設定します。
# haconf -makerw

2

既存の vxfen グループに sys5 を追加します。
# hagrp -modify vxfen SystemList -add sys5 2

3

SFCFSHA クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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SFDB ツールに対して認証を使っているクラスタへのノー
ドの追加
SFDB ツール用の認証を使用してクラスタにノードを追加するには、root ユーザーとして
次の手順を実行します

1

sfae_auth_op コマンドの -o export_broker_config オプションを使用して、す

でに認証済みのクラスタ内のノードから、認証データをエクスポートします。
-f オプションを使用して、エクスポートされたデータを格納されるファイル名を指定

します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o export_broker_config -f exported-data

2

scp または rcp といった、利用できるコピー方法で、エクスポートされたファイルを新

しいノードにコピーします。

3

sfae_auth_op コマンドの -o import_broker_config オプションを使用して、新

しいノードに認証データをインポートします。
-f オプションを使用して、手順 2 でコピーしたファイルの名前を指定します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_auth_op ¥
-o import_broker_config -f exported-data
Setting up AT
Importing broker configuration
Starting SFAE AT broker

4

新しいノードの vxdbd デーモンを停止します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config disable
vxdbd has been disabled and the daemon has been stopped.

5

/etc/vx/vxdbed/admin.properties 設定ファイルの AUTHENTICATION キーを
yes に設定して、認証を有効にします。
/etc/vx/vxdbed/admin.properties が存在しない場合、cp
/opt/VRTSdbed/bin/admin.properties.example
/etc/vx/vxdbed/admin.properties を使用します。

6

vxdbd デーモンを起動します。
# /opt/VRTS/bin/sfae_config enable
vxdbd has been enabled and the daemon has been started.
It will start automatically on reboot.
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新しいノードは、クラスタと対話するように認証されて、SFDB コマンドを実行します。

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

1

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

2

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

作はありません。
これで SFDB リポジトリへの新しいノードの追加が完了します。
SFDB ツールの機能について詳しくは、
『Symantec Storage Foundation: Oracle データベース用ストレージと可用性管理』を
参照してください。
『Symantec Storage Foundation: DB2 データベース用ストレージと可用性管理』を参
照してください。

ノードをクラスタに追加するための設定ファイルの例
このファイル例は、ノードをクラスタに追加したときに起きる設定変更を理解するための参
照情報として使うことができます。
include
include
include
include
include
include
include

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

cluster sys1_230 (
ClusterAddress = "10.198.89.19"
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SecureClus = 1
DefaultGuestAccess = 1
UseFence = SCSI3
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
group ClusterService (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoStartList = { sys1, sys2 }
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 = en0
Address = "10.198.89.19"
NetMask = "255.255.248.0"
)
NIC gconic (
Device = en0
NetworkHosts = { "10.198.88.1" }
)
gcoip requires gconic
wac requires gcoip

// resource dependency tree
//
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
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group ClusterService
{
Application wac
{
IP gcoip
{
NIC gconic
}
}
}

group cpi_share_dg_sys1_cpi_cvm_vol_29870_sg (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
CFSMount cfsmount1 (
Critical = 0
MountPoint = "/cpi_auto/cpi_mnt_29870"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cpi_share_dg_sys1/cpi_cvm_vol_
29870"
MountOpt @sys1 = rw
MountOpt @sys2 = rw
NodeList = { sys1, sys2 }
)
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskGroup = cpi_share_dg_sys1
CVMVolume = { cpi_cvm_vol_29870 }
CVMActivation @sys1 = sw
CVMActivation @sys2 = sw
)
requires group cvm online local firm
cfsmount1 requires cvmvoldg1

// resource dependency tree
//
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//
//
//
//
//
//
//

group cpi_share_dg_sys1_cpi_cvm_vol_29870_sg
{
CFSMount cfsmount1
{
CVMVolDg cvmvoldg1
}
}

group cvm (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
ActivationMode @sys1 = { cpi_share_dg_sys1 = sw }
ActivationMode @sys2 = { cpi_share_dg_sys1 = sw }
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = sys1_230
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
//
//
group cvm
//
{
//
CFSfsckd vxfsckd
//
{
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//
//
//
//
//
//

CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}

group vxfen (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
)
CoordPoint coordpoint
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SFCFSHA クラスタからのノー
ドの削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタからのノードの削除について

■

クラスタからのノードの削除

■

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更

■

削除されたノードへの参照を削除するために行う既存ノードの Cluster Volume
Manager（CVM）の設定の変更

■

CP サーバーからのノード設定の削除

■

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する

■

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

■

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル

クラスタからのノードの削除について
SFCFSHA クラスタから 1 つ以上のノードを削除できます。次の表に、既存の SFCFSHA
クラスタにノードを追加するために必要なタスクの概略を示します。
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表 36-1

クラスタからノードを削除するためのタスク

手順

説明

ノードを削除するための準備を行います。

p.524 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照し
てください。

■

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。
サービスグループをオフラインにし、データ
ベースインスタンスを削除します。

■

クラスタからノードを削除します。

p.524 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照し
てください。

残りのノードのクラスタ設定を修正します。

p.525 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイル
の変更」 を参照してください。

■

/etc/llthosts ファイルを編集します。

■

/etc/gabtab ファイルを編集します。

■

VCS 設定からノードを削除します。

■

CVM 設定を変更してノードを削除します。

p.528 の 「削除されたノードへの参照を削除する
ために行う既存ノードの Cluster Volume
Manager（CVM）の設定の変更」 を参照してくだ
さい。

サーバーベースの I/O フェンシングを使うように p.528 の 「CP サーバーからのノード設定の削除」
既存のクラスタを設定した場合は、CP
を参照してください。
（Coordination Point の略でコーディネーション
ポイントの意味）サーバーからノード設定を削除
します。
セキュアモードで動作しているクラスタのために、 p.529 の 「削除するノードからセキュリティのクレ
削除するノードからセキュリティのクレデンシャル デンシャルを削除する 」 を参照してください。
を削除します。
ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for p.530 の 「ノード削除後の SFDB（Storage
Databases）リポジトリの更新
Foundation for Databases）リポジトリの更新」
を参照してください。

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

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

1

削除するノードでアプリケーションサービスグループが Symantec Cluster Server
（VCS）の制御下にある場合、アプリケーションサービスグループをオフラインにしま
す。
# hagrp -offline app_group -sys sys5

2

Veritas File System（VxFS）または Cluster File System（CFS）マウントポイントを
使用する、VCS の制御下にないアプリケーションを停止します。アプリケーションを
停止するには、ネーティブのアプリケーションコマンドを使います。

クラスタからノードを削除するには

1

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

2

ノード上で VCS を停止します。
# hastop -local

3

SFCFSHA のインストーラを使ってノードの SFCFSHA を停止します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installsfcfsha<version> -stop sys5

すべての SFCFSHA プロセスが停止されます。

4

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの VCS 設定ファイルを
変更します。
p.525 の 「既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更」 を参照してください。

5

削除されたノードへの参照を削除するために、既存のノードの Cluster Volume
Manager （CVM）の設定を変更します。
p.528 の 「削除されたノードへの参照を削除するために行う既存ノードの Cluster
Volume Manager（CVM）の設定の変更」 を参照してください。

既存のノードでの VCS 設定ファイルの変更
削除されたノードへの参照を削除するために、クラスタの残りのノードの設定ファイルを変
更します。
クラスタ設定ファイルを修正するためのタスク:
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■

/etc/llthosts ファイルを編集します。

■

/etc/gabtab ファイルを編集します。

■

VCS 設定からノードを削除します。

main.cf の例について:
p.530 の 「クラスタからノードを削除するための設定例ファイル」 を参照してください。
/etc/llthosts ファイルを編集するには
◆

既存の各ノードで、削除されたノードへの参照を含んでいる行を削除するために
/etc/llthosts ファイルの編集を行います。
たとえば、sys5 がクラスタから削除されるノードである場合、ファイルから「2 sys5」の
行を削除します。
0 sys1
1 sys2
2 sys5

次のように変更します。
0 sys1
1 sys2

/etc/gabtab ファイルを編集するには
◆

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

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

削除されたノードへの参照をすべて削除するために、VCS の設定ファイル main.cf を変
更します。
次のいずれかの方法で、設定を変更します。
■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルを編集します。

この方法は、アプリケーションのダウンタイムを必要とします。
■

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

1

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

2

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

3

残りのノードを希望する順序で指定して、サービスグループの AutoStartList 属性
からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm AutoStartList sys1 sys2

4

サービスグループの SystemList 属性からノードを削除します。
# hagrp -modify cvm SystemList -delete sys5

システムが親グループの SystemList の一部である場合は、最初に親グループから
削除する必要があります。

5

サービスグループの CVMNodeId 属性からノードを削除します。
# hares -modify cvm_clus CVMNodeId -delete sys5

6

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

7

すべての CFS マウントリソースの NodeList 属性から削除されたノードを削除しま
す。
# hares -modify CFSMount NodeList -delete sys5

8

クラスタ上に存在する他のサービスグループのシステムリストから削除されたノードを
削除します。 たとえば、ノード sys5 を削除するには、次のコマンドを実行します。
# hagrp -modify appgrp SystemList -delete sys5
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9

クラスタシステムリストから削除されたノードを削除します。
# hasys -delete sys5

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

11 VCS の設定からノードが削除されていることを検証します。
# grep -i sys5 /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

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

削除されたノードへの参照を削除するために行う既存
ノードの Cluster Volume Manager（CVM）の設定の変
更
削除されたノードへの参照を削除するために既存のノードの CVM の設定を変更するに
は
◆

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

CP サーバーからのノード設定の削除
SFCFSHA クラスタからノードを削除した後、次の手順を実行して、CP サーバーからそ
のノードの設定を削除します。
メモ: この手順は、cpsadm コマンドを使って実行します。cpsadm コマンドについて詳しく
は、『Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 管理者ガ
イド』を参照してください。
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CP サーバーからノード設定を削除するには

1

root ユーザーとして CP サーバーにログインします。

2

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/

ノード削除後の SFDB（Storage Foundation for
Databases）リポジトリの更新
クラスタからノードを削除した場合は、SFDB リポジトリを更新する手順を実行する必要は
ありません。
製品を削除した後の SFDB リポジトリの削除について詳しくは、以下を参照してください。
p.489 の 「SFDB (Storage Foundation for Databases) リポジトリの削除」 を参照してく
ださい。

クラスタからノードを削除するための設定例ファイル
このファイル例は、クラスタからノードを削除するときに必要な設定変更を理解するための
参照情報として使うことができます。
次に、ノード sys3 を削除する前の既存の設定例を示します。
■

既存のクラスタ clus1 は 3 つのノード（sys1、sys2、sys3）で構成され、単一のデー
タベースをホスティングしています。

■

データベースは CFS に格納されています。

■

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

メモ: 次のサンプルファイルでは、ノード sys3 がクラスタから削除されるときに削除される
設定情報を太字で示しています。
include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
cluster clus1 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
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UseFence = SCSI3
)
cluster clus1 (
UserNames = { admin = bopHo }
Administrators = { admin }
UseFence = SCSI3
)
system sys1 (
)
system sys2 (
)
system sys3 (
)

メモ: 次のグループ app_grp から、ノード sys3 が削除される必要があります。
group app_grp (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 = 2 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2, sys3 }
)

メモ: 次のアプリケーションリソースから、ノード sys3 の情報が削除される必要があります。
App app1 (
Critical = 0
Sid @sys1 = vrts1
Sid @sys2 = vrts2
Sid @sys3 = vrts3
)
CFSMount appdata_mnt (
Critical = 0
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/appdatadg/appdatavol"
)
CVMVolDg appdata_voldg (
Critical = 0
CVMDiskGroup = appdatadg
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CVMVolume = { appdatavol }
CVMActivation = sw
)
requires group cvm online local firm
app1 requires appdata_mnt
appdata_mnt requires appdata_voldg

メモ: 次の CVM と CVMCluster リソースから、ノード sys3 の情報が削除される必要があ
ります。

group cvm (
SystemList = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 =2}
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { sys1, sys2, sys3 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1, sys3 =2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

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

vxfsckd requires cvm_clus
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
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A
インストールスクリプト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストールスクリプトオプション

■

postcheck オプションの使用について

インストールスクリプトオプション
表 A-1 に、インストールスクリプトのコマンドラインオプションを示します。通常、インストー
ルまたはアップグレードを初めて実行する場合、オプションは必要はありません。インス
トールスクリプトオプションは、特に指定のないかぎり、すべての Symantec Storage
Foundation 製品スクリプトで使えます。
p.78 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 A-1

使用可能なコマンドラインオプション

コマンドラインオプション

機能

-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 パッケージ をすべて表示しま
す。パッケージ 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。
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コマンドラインオプション

機能

-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。

-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。

-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 パッケージ 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。
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コマンドラインオプション

機能

-installallpkgs

-installallpkgs オプションは、すべてのパッケー
ジを選択するために使います。

-installrecpkgs

-installrecpkgs オプションが推奨の パッケージ
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 パッケー
ジ セットを選択するために使用します。

-ignorepatchreqs

-ignorepatchreqs オプションは、前提条件のパッ
ケージ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。

–jumpstart dir_path

Solaris JumpStart インストール用の finish ファイル
の例を生成します。dir_path は finish ファイルを作成
するディレクトリのパスを示します。

–keyfile ssh_key_file

セキュアシェル（SSH）インストール用のキーファイル
を指定します。このオプションは、-I ssh_key_file
をすべての SSH 呼び出しに渡します。

-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 パッケージ を表示しま
す。パッケージ は正しいインストール順序で列挙され
ます。オプションのパッケージは列挙されません。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。
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コマンドラインオプション

機能

-nolic

ライセンスキーを入力せずに製品パッケージをインス
トールできるようにします。このオプションを指定した場
合、ライセンスがある機能の設定、起動、使用はでき
ません。

–pkginfo

パッケージ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 パッケージを表示します。

–pkgset

指定のシステムにインストールされているパッケージグ
ループ（最小、推奨、すべて）とパッケージを検出して
表示します。

-pkgtable

製品のパッケージ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 パッケージ を表示しま
す。パッケージ は正しいインストール順序で列挙され
ます。オプションのパッケージは列挙されません。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
パッケージ、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 パッケージ 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パッ
ケージ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。

–rootpath root_path

パッケージをインストールする代替ルートディレクトリを
指定します。
Solaris オペレーティングシステムでは、-rootpath
は -R path を pkgadd コマンドに渡します。

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

–serial

各システムでシリアルにインストールスクリプトでインス
トール、アンインストール、起動、停止処理を実行する
ことを指定します。このオプションが指定されていない
場合、これらの操作はすべてのシステムで同時に実
行されます。
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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
ムへのパッケージ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パッケージと製品
に適用可能なパッチ、および不足しているパッケージ
とパッチを識別します。 該当するインストール済みの
パッケージとパッチ、および不足しているパッケージと
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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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。

■

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。
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■

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:
■

すべての必須パッケージがインストールされている。

■

必須の パッケージ のバージョンが正しい。

■

必須の パッケージ 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）。

■

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/vfstab 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/vfstab 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/vfstab 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。
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■

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.443 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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B
インストール用のチューニン
グパラメータファイル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパラメータファイルの設定につ
いて

■

インストール、設定、アップグレード用のチューニングパラメータの設定

■

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータの設定

■

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータの設定

■

チューニングパラメータファイルの準備

■

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定

■

チューニングパラメータ値のパラメータ定義

インストーラまたは応答ファイルを使ったチューニングパ
ラメータファイルの設定について
チューニングパラメータファイルを使って製品とシステムのデフォルト以外のチューニング
パラメータを設定できます。 このファイルを使うと、I/O ポリシーなどのチューニングパラ
メータを設定したり、ネーティブマルチパスを切り替えたりすることができます。 チューニ
ングパラメータファイルは、インストーラスクリプトに引数を渡し、チューニングパラメータを
設定します。 このファイルを使うと、次の操作を行うときのチューニングパラメータを設定
できます。
■

システムのインストール、設定、またはアップグレードを行うとき
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name
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p.544 の 「インストール、設定、アップグレード用のチューニングパラメータの設定」 を
参照してください。
■

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータファイルを適用するとき
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys1sys2 ...]

p.545 の 「他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラメータの設定」 を参
照してください。
■

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータファイルを適用するとき
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

p.546 の 「非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータの設定」 を参照
してください。
p.49 の 「応答ファイルについて」 を参照してください。
このマニュアルの説明から、使用するチューニングパラメータを選択します。
p.548 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。

インストール、設定、アップグレード用のチューニングパ
ラメータの設定
インストール手順用のチューニングパラメータファイルを使って、デフォルト以外のチュー
ニングパラメータを設定できます。 tunablesfile オプションを指定したインストールスク
リプトを呼び出します。 チューニングパラメータファイルは、スクリプトに引数を渡して、選
択したチューニングパラメータを設定します。 このマニュアルの説明から、使用するチュー
ニングパラメータを選択します。
p.548 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
インストール、設定、アップグレード用にデフォルト以外のチューニングパラメータを設定
するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.547 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SFCFSHA をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確
認します。
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3

インストール前タスクを完了します。

4

製品をインストール、設定、アップグレードするシステムの 1 つにチューニングパラ
メータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

インストール、設定、またはアップグレード用のインストーラを起動します。次に例を
示します。
# ./installer -tunablesfile /tmp/tunables_file
-settunables [sys1 sys2 ...]

/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。 メッセージが表示されたときは、チューニングパラメータを受け
入れます。
チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

他のインストーラ関連操作を行わないチューニングパラ
メータの設定
インストーラを使って、他のインストーラ関連操作を行わずにチューニングパラメータを設
定できます。 このマニュアルで説明されているパラメータを使うようにしてください。 多く
のパラメータが製品固有であることに注意してください。 このマニュアルの説明から、使
用するチューニングパラメータを選択します。
p.548 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
他のインストーラ関連の操作なしでチューニングパラメータを設定するには

1

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.547 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。

2

SFCFSHA をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確
認します。
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3

インストール前タスクを完了します。

4

チューニングするシステムの 1 つにチューニングパラメータファイルをコピーします。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

-settunables オプションを指定してインストーラを起動します。
# ./installer -tunablesfile tunables_file_name -settunables [
sys123 sys234 ...]

/tmp/tunables_file はチューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

操作を続行します。 メッセージが表示されたときは、チューニングパラメータを受け
入れます。
チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメー
タの設定
インストーラを使って、非統合型応答ファイルを指定したチューニングパラメータを設定で
きます。 このマニュアルで説明されているパラメータを使うようにしてください。 多くのパラ
メータが製品固有であることに注意してください。 このマニュアルの説明から、使用する
チューニングパラメータを選択します。
p.548 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
メモ: チューニングパラメータの中には、システムを再ブートした後に有効になるものがあ
ります。
非統合型応答ファイルを指定してチューニングパラメータを設定するには

1

SFCFSHA をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確
認します。

2

インストール前のタスクを完了します。

3

チューニングパラメータファイルを準備します。
p.547 の 「チューニングパラメータファイルの準備」 を参照してください。
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4

チューニングパラメータファイルを、チューニングするいずれかのシステムにコピーし
ます。

5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるディレクトリに移動しま
す。

6

-responsefile オプションと -tunablesfile オプションを指定してインストーラを

起動します。
# ./installer -responsefile response_file_name -tunablesfile
tunables_file_name

response_file_name は応答ファイルの絶対パス名です。tunables_file_name は、
チューニングパラメータファイルの絶対パス名です。

7

チューニングパラメータの中には、再ブートした後に有効になるものがあります。
チューニングパラメータを設定するためにシステムの再ブートが必要かどうかについ
ては、出力を慎重に確認して判断してください。

8

インストーラにより、チューニングパラメータの検証が行われます。 エラーが発生した
ら、インストーラを終了し、チューニングパラメータファイルを調べます。

チューニングパラメータファイルの準備
チューニングパラメータファイルは Perl モジュールで、チューニングパラメータと、それを
囲む開始と終了の文で構成されます。 行をコメントアウトするには、行の先頭にハッシュ
記号を使用します。 チューニングパラメータファイルは「our %TUN;」という行で開かれ、
真「1;」を戻す行で終了します。 真「1;」を戻す最後の行は、ファイルの最後に 1 つだけ
必要です。 適宜、各チューニングパラメータを定義します。
チューニングファイルテンプレートを作成するのにインストーラを使うことができます。また、
作成するチューニングファイルを手動でフォーマットすることもできます。
チューニングファイルテンプレートを作成するには
◆

-tunables オプションを指定してインストーラを起動します。次を入力します。
# ./installer -tunables

サポート対象のチューニングパラメータのリスト、チューニングファイルテンプレート
の場所が表示されます。
チューニングファイルを手動でフォーマットするには
◆

次の手順でチューニングパラメータをフォーマットします。
$TUN{"tunable_name"}{"system_name"|"*"}=value_of_tunable;
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system_name では、システム名、IP アドレス、またはワイルドカード記号を使用します。
value_of_tunable は、設定しているチューニングパラメータの種類によって異なります。
行はセミコロンで終了します。
次に、チューニングパラメータファイルの例を示します。
#
# Tunable Parameter Values:
#
our %TUN;
$TUN{"tunable1"}{"*"}=1024;
$TUN{"tunable3"}{"sys123"}="SHA256";
1;

チューニングパラメータファイルのパラメータ設定
各チューニングパラメータファイルには、さまざまなチューニングパラメータを定義します。
使用できる値については、各パラメータの説明を参照してください。 チューニングパラメー
タファイルに追加するチューニングパラメータを選択してから、各パラメータを設定します。
p.548 の 「チューニングパラメータ値のパラメータ定義」 を参照してください。
パラメータ値の各行は、$TUN で開始します。 チューニングパラメータの名前は、中カッ
コと二重引用符文字内にあります。 システム名は中カッコと二重引用符文字で囲まれま
す。 最後に値を定義し、行の最後にセミコロンを指定します。次に例を示します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"node123"}=16;

この例では、dmp_daemon_count value の値を、デフォルトの 10 から 16 に変更して
います。ワイルドカード記号「*」は、すべてのシステムで使うことができます。次に例を示
します。
$TUN{"dmp_daemon_count"}{"*"}=16;

チューニングパラメータ値のパラメータ定義
インストーラ用のチューニングファイルを作成するときは、次の一覧にあるパラメータのみ
使用できます。
チューニングパラメータへの更新を行う前に、製品のチューニングパラメータの範囲と推
奨事項について詳しくは『Symantec Storage Foundation Cluster File System High
Availability 管理者ガイド』を参照してください。
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表 B-1 は、チューニングファイルに指定できる、サポートされているチューニングパラメー
タについての説明です。
表 B-1

サポートされているチューニングパラメータ

チューニングパラメータ

説明

autoreminor

（Veritas Volume Manager）ディスクグループの
インポート時に競合が発生した場合は reminoring
を有効にします。

autostartvolumes

（Veritas Volume Manager）ボリュームの自動リ
カバリを有効にします。

dmp_cache_open

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） ASL
（Array Support Library）によって実行されるデ
バイスの最初の起動がキャッシュに保存されるか
どうか。

dmp_daemon_count

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP 管
理タスクに対するカーネルスレッドの数。

dmp_delayq_interval

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）デバイスが
ビジー状態の場合に DMP がエラー処理を遅延
する時間間隔。

dmp_fast_recovery

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP が
HBA インターフェースから直接 SCSI エラー情
報を取得しようとする必要があるかどうか。この
チューニングパラメータは、Symantec Dynamic
Multi-Pathing の起動後に設定する必要がありま
す。

dmp_health_time

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）パスが健
全な状態を維持する必要がある時間（秒単位）。

dmp_log_level

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP コン
ソールメッセージが表示される詳細のレベル。

dmp_low_impact_probe

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） LIPP
（Low-Impact Path Probing）機能が有効化され
るかどうか。

dmp_lun_retry_timeout

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）一時的な
エラーを処理するための再試行期間。

549

付録 B インストール用のチューニングパラメータファイル
チューニングパラメータ値のパラメータ定義

チューニングパラメータ

説明

dmp_monitor_fabric

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）イベントソー
スデーモン（vxesd）が SNIA （Storage
Networking Industry Association） HBA API を
使うかどうか。このチューニングパラメータは、
Symantec Dynamic Multi-Pathing の起動後に
設定する必要があります。

dmp_monitor_osevent

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）イベントソー
スデーモン（vxesd）がオペレーティングシステム
のイベントを監視するかどうか。

dmp_monitor_ownership

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） LUN 所有
権の動的な変更が監視されるかどうか。

dmp_native_multipathing

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP が
OS の RAW パスで直接 I/O を傍受するかどう
か。

dmp_native_support

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP が
ネーティブデバイスのマルチパス化を行うかどう
か。

dmp_path_age

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）断続的に
エラーの発生しているパスが健全状態として DMP
でマーク付けされる前に監視されなければならな
い時間。

dmp_pathswitch_blks_shift

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）次に使用
可能なパスに切り替わる前に DMP パスを通して
アレイに送信される連続 I/O ブロックのデフォル
ト数。

dmp_probe_idle_lun

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）パスリスト
アカーネルスレッドがアイドル状態の LUN をプ
ローブするかどうか。

dmp_probe_threshold

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）リストアデー
モンによってプローブされるパスの数。

dmp_restore_cycles

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）リストアポリ
シーが check_periodic である場合の check_all
ポリシーの実行間におけるサイクルの数。

dmp_restore_interval

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）リストアデー
モンがパスの状態を分析する時間間隔（秒単位）。
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説明

dmp_restore_policy

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP パ
スリストアスレッドによって使われるポリシー。

dmp_restore_state

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP パ
スリストアのカーネルスレッドが開始されるかどう
か。

dmp_retry_count

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）エラー状
態として DMP でマーク付けされる前にパスがパ
スビジーエラーを連続して報告する回数。

dmp_scsi_timeout

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP 経
由で送信される SCSI コマンドのタイムアウト値。

dmp_sfg_threshold

（Symantec Dynamic Multi-Pathing）サブパス
フェールオーバーグループ（SFG）機能の状態。

dmp_stat_interval

（Symantec Dynamic Multi-Pathing） DMP 統
計情報の収集間の時間間隔。

fssmartmovethreshold

（Veritas Volume Manager） SmartMove のファ
イルシステム使用率のしきい値（%）。このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

max_diskq

（Veritas File System）単一ファイルによって生
成される最大ディスクキューを指定します。 イン
ストーラが設定できるのは max_diskq のシステ
ムデフォルト値のみです。特定のブロックデバイ
スに対するこのチューニングパラメータの設定に
ついて詳しくは、tunefstab（4）マニュアルページ
を参照してください。

read_ahead

（Veritas File System）値 0 は先読み機能を無
効にし、値 1（デフォルト）は従来の順次先読み
動作を維持し、値 2 はすべての読み取りに対し
て拡張先読みを有効にします。 インストーラが設
定できるのは read_ahead のシステムデフォルト
値のみです。特定のブロックデバイスに対するこ
のチューニングパラメータの設定について詳しく
は、tunefstab（4）マニュアルページを参照してく
ださい。
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チューニングパラメータ

説明

read_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在
できるサイズ read_pref_io の並列読み取り要求
の数。 インストーラが設定できるのは
read_nstream のシステムデフォルト値のみです。
特定のブロックデバイスに対するこのチューニン
グパラメータの設定について詳しくは、tunefstab
（4）マニュアルページを参照してください。

read_pref_io

（Veritas File System）優先読み取り要求サイズ。
インストーラが設定できるのは read_pref_io のシ
ステムデフォルト値のみです。特定のブロックデ
バイスに対するこのチューニングパラメータの設
定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。

reclaim_on_delete_start_time

（Veritas Volume Manager）削除したボリューム
の再生を開始する時刻。このチューニングパラ
メータは、Veritas Volume Manager の起動後に
設定する必要があります。

reclaim_on_delete_wait_period

（Veritas Volume Manager）削除したボリューム
の再生を開始するまで待機する日数。このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。

same_key_for_alldgs

（Veritas Volume Manager）すべてのディスクグ
ループに同じフェンシングキーを使います。この
チューニングパラメータは、Veritas Volume
Manager の起動後に設定する必要があります。

sharedminorstart

（Veritas Volume Manager）共有ディスクグルー
プのマイナー番号に使う範囲の開始値。この
チューニングパラメータは、Veritas Volume
Manager の起動後に設定する必要があります。

storage_connectivity

（Veritas Volume Manager） CVM ストレージ接
続性タイプ。このチューニングパラメータは、
Veritas Volume Manager の起動後に設定する
必要があります。

usefssmartmove

（Veritas Volume Manager） SmartMove 機能
を設定します（all、thinonly、none）。このチュー
ニングパラメータは、Veritas Volume Manager
の起動後に設定する必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

vol_checkpt_default

（Veritas File System） VxVM ストレージのチェッ
クポイントのサイズ（KB）。このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_cmpres_enabled

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対して圧縮の有効化を可能にします。

vol_cmpres_threads

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
に対する圧縮スレッドの最大数。

vol_default_iodelay

（Veritas Volume Manager）VxVM ユーティリティ
からの I/O 要求間で一時停止する時間（10 ms
単位）。 このチューニングパラメータを有効にす
るには、システムを再ブートする必要があります。

vol_fmr_logsz

（Veritas Volume Manager）変更されたブロック
を追跡するために Fast Mirror Resync が使うビッ
トマップの最大サイズ（KB）。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_max_adminio_poolsz

（Veritas Volume Manager）VxVM 管理 I/O に
よって使われるメモリの最大容量（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vol_max_nmpool_sz

（Veritas Volume Manager）最大名前プールサ
イズ（バイト）。

vol_max_rdback_sz

（Veritas Volume Manager）ストレージレコード
readback プールの最大値（バイト）。

vol_max_wrspool_sz

（Volume Manager） Veritas Volume Replicator
のクラスタ化バージョンで使われる最大メモリ。

vol_maxio

（Veritas Volume Manager）論理 VxVM I/O 操
作の最大サイズ（KB）。このチューニングパラメー
タを有効にするには、システムを再ブートする必
要があります。

vol_maxioctl

（Veritas Volume Manager）VxVM ioctl 呼び出
しに渡されるデータの最大サイズ（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。
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チューニングパラメータ

説明

vol_maxparallelio

（Veritas Volume Manager）vxconfigd が一度
に要求できる I/O 操作の数。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

vol_maxspecialio

（Veritas Volume Manager） ioctl 呼び出しに
よって発行される VxVM I/O 操作の最大サイズ
（KB）。このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

vol_min_lowmem_sz

（Veritas Volume Manager）メモリの低水準点
（バイト）。

vol_nm_hb_timeout

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
のタイムアウト値（時刻刻み）。

vol_rvio_maxpool_sz

（ Volume Manager）Veritas Volume Replicator
によって要求される最大メモリ（バイト）。

vol_stats_enable

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O 統計情
報収集を有効にします。

vol_subdisk_num

（Veritas Volume Manager）単一の VxVM プ
レックスに接続されるサブディスクの最大数。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

voldrl_max_drtregs

（Veritas Volume Manager）ダーティ VxVM リー
ジョンの最大数。このチューニングパラメータを有
効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

voldrl_max_seq_dirty

（Veritas Volume Manager）シーケンシャルモー
ドのダーティリージョンの最大数。 このチューニン
グパラメータを有効にするには、システムを再ブー
トする必要があります。

voldrl_min_regionsz

（Veritas Volume Manager） VxVM ダーティリー
ジョンログ（DRL）リージョンの最小サイズ（KB）。
このチューニングパラメータを有効にするには、
システムを再ブートする必要があります。

voldrl_volumemax_drtregs

（Veritas Volume Manager）ログプレックス DRL
におけるボリュームあたり最大のダーティリージョ
ン。
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チューニングパラメータ

説明

voldrl_volumemax_drtregs_20

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 20
におけるボリュームあたり最大のダーティリージョ
ン。

voldrl_dirty_regions

（Veritas Volume Manager）DCO バージョン 30
に対してキャッシュに保存されるリージョンの数。

voliomem_chunk_size

（Veritas Volume Manager）VxVM メモリ割り当
て要求のサイズ（バイト）。 このチューニングパラ
メータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

voliomem_maxpool_sz

（Veritas Volume Manager）VxVM によって使
われるメモリの最大容量（バイト）。 このチューニ
ングパラメータを有効にするには、システムを再
ブートする必要があります。

voliot_errbuf_dflt

（Veritas Volume Manager）VxVM エラートレー
スバッファのサイズ（バイト）。 このチューニングパ
ラメータを有効にするには、システムを再ブートす
る必要があります。

voliot_iobuf_default

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレース
バッファのデフォルトサイズ（バイト）。 このチュー
ニングパラメータを有効にするには、システムを
再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_limit

（Veritas Volume Manager）すべての VxVM I/O
トレースバッファの最大合計サイズ（バイト）。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

voliot_iobuf_max

（Veritas Volume Manager）VxVM I/O トレース
バッファの最大サイズ（バイト）。 このチューニング
パラメータを有効にするには、システムを再ブー
トする必要があります。

voliot_max_open

（Veritas Volume Manager）vxtrace コマンドに
対して使用可能な VxVM トレースチャネルの最
大数。 このチューニングパラメータを有効にする
には、システムを再ブートする必要があります。

volpagemod_max_memsz

（Veritas Volume Manager）インスタントスナップ
ショットによって使われる最大ページングモジュー
ルメモリ（KB）。
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チューニングパラメータ

説明

volraid_rsrtransmax

（Veritas Volume Manager）並行して実行できる
VxVM RAID-5 一時再構築操作の最大数。 この
チューニングパラメータを有効にするには、シス
テムを再ブートする必要があります。

vx_era_nthreads

（Veritas File System）VxFS が read_ahead パ
ターンを検出するスレッドの最大数。 このチュー
ニングパラメータを有効にするには、システムを
再ブートする必要があります。

vx_bc_bufhwm

（Veritas File System）VxFS メタデータバッファ
キャッシュの高水準点。 このチューニングパラメー
タを有効にするには、システムを再ブートする必
要があります。

vxfs_ninode

（Veritas File System）VxFS i ノードテーブル内
のエントリの数。 このチューニングパラメータを有
効にするには、システムを再ブートする必要があ
ります。

write_nstream

（Veritas File System）一度に未処理のまま存在
できるサイズ write_pref_io の並列書き込み要求
の数。 インストーラが設定できるのは
write_nstream のシステムデフォルト値のみで
す。特定のブロックデバイスに対するこのチュー
ニングパラメータの設定について詳しくは、
tunefstab（4）マニュアルページを参照してくださ
い。

write_pref_io

（Veritas File System）優先書き込み要求サイ
ズ。 インストーラが設定できるのは write_pref_io
のシステムデフォルト値のみです。特定のブロッ
クデバイスに対するこのチューニングパラメータの
設定について詳しくは、tunefstab（4）マニュアル
ページを参照してください。
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C
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

■

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

■

Solaris 11 のパッケージ関連 SMF サービス

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 C-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 C-1

LLT 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/llt

このファイルは LLT の開始と停止の環境変数を格納します。
■

■

LLT_START は、システム再起動後の LLT モジュールの起動動作を定義します。有効な値
は次のとおりです。
1 は、LLT の起動が有効になっていることを示します。
0 は、LLT の起動が無効になっていることを示します。
LLT_STOP は、システムシャットダウン時の LLT モジュールのシャットダウン動作を定義しま
す。有効な値は次のとおりです。
1 は、LLT のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、LLT のシャットダウンが無効になっていることを示します。

SFCFSHA の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
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ファイル

説明

/etc/llthosts

llthosts ファイルは、システムごとの 1 つのエントリを持つデータベースです。このファイルは
LLT のホスト名と LLT のシステム ID（最初のカラム）をリンクします。このファイルは、クラスタ内の
各ノードで同一にする必要があります。 ファイルの内容が不一致の場合、クラスタで予測できな
い動作が発生することがあります。
たとえば、ファイル /etc/llthosts には次のようなエントリが含まれます。
0
1

/etc/llttab

sys1
sys2

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。インストーラを使った場合、それぞれのシステムに適したプライベートネットワー
クリンクの一覧が設定されています。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。
■

Solaris 10 SPARC の場合:
set-node sys1
set-cluster 2
link bge0 /dev/bge0 - ether - link bge1 /dev/bge1 - ether - -

■

Solaris 11 SPARC の場合:
set-node sys1
set-cluster 2
link bge0 /dev/net/bge0 - ether - link bge1 /dev/net/bge1 - 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 C-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 C-2

GAB 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/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。

SFCFSHA の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定
します。
/etc/gabtab

SFCFSHA のインストールを終了した時点で、/etc/gabtab ファイルには、
GAB ドライバを使うための gabconfig（1）コマンドが設定されています。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションにより、使用するドライバを設定します。-nN 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 C-3 に、AMF 設定ファイルを示します。
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表 C-3

AMF 設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/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

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 C-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。
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表 C-4

I/O フェンシングの設定ファイル

ファイル

説明

/etc/default/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。

SFCFSHA の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
/etc/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。
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ファイル

説明

/etc/vxfenmode

このファイルには次のパラメータがあります。
■

■

■

vxfen_mode
■ scsi3 - ディスクベースのフェンシングの場合
■

customized - サーバーベースのフェンシングの場合

■

disabled - I/O フェンシングドライバを実行するが、フェンシング操作は行わない場合

■

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/c1t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006804E795D075
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006814E795D076
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2 HITACHI%5F1724-100%20%20FAStT%5FDISKS%5F6
00A0B8000215A5D000006824E795D077
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.569 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.564 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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564

p.566 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 SFCFSHA 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 = bge0
Address = "10.209.3.1"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
Address = "10.209.3.2"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC cpsnic1 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge0
PingOptimize = 0
NetworkHosts @cps1 = { "10.209.3.10 }
)
NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
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 = bge0
Device @cps2 = bge0
Address = "10.209.81.88"
NetMask = "255.255.252.0"
)
IP cpsvip2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
Device @cps2 = bge1
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
)

= bge0
= bge0
= 0
@cps1 = { "10.209.81.10 }

NIC cpsnic2 (
Critical = 0
Device @cps1 = bge1
Device @cps2 = bge1
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

Solaris 11 のパッケージ関連 SMF サービス
Solaris 11 システムにパッケージをインストールした後、次の SMF サービスがオンライン
状態になります。これらの SMF サービスは、アンインストール操作中にパッケージを正し
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く処理するために用意されています。これらのサービスを無効にしないことをお勧めしま
す。
svc:/system/gab-preremove:default
svc:/system/llt-preremove:default
svc:/system/vxfen-preremove:default
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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

■

Solaris 用の rsh の有効化と無効化

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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■
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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。
図 D-1 に、この手順を示します。
DSA キーペアを作成してターゲットシステムに追加する

図 D-1

ソースシステム: sys1
プライ
ベート
キー

ターゲットシステム: sys2

パブリ
ックキ
ー

authorized_keys
ファイル

ssh を有効にする前に、ssh のマニュアルとオンラインマニュアルページをお読みくださ
い。ssh の設定に関する問題が発生した場合は、オペレーティングシステムサポートプロ
バイダにお問い合わせください。

付録 D セキュアシェルまたはリモートシェルの通信用の設定
パスワードなし ssh の手動設定

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 /

2

すべてのターゲットインストールシステム（この例では sys2）に /.ssh ディレクトリが
あることを確認します。このディレクトリがない場合は、すべてのターゲットシステム上
に作成し、root への書き込み権限のみを設定します。
Solaris 10:
sys2 # mkdir /.ssh

Solaris 11:
sys2 # mkdir /root/.ssh

このディレクトリを保護するために、権限を変更します。
Solaris 10:
sys2 # chmod go-w /.ssh

Solaris 11:
sys2 # chmod go-w /root/.ssh

3

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 (//.ssh/id_dsa):

Solaris 11 の場合:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_dsa.pub.
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4

Enter キーを押して、デフォルトの /.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れます。

5

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。
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

すべてのターゲットインストールシステム（この例では sys2）で SFTP（Secure File
Transfer Program）が有効化されていることを確認します。
SFTP を有効にするには、/etc/ssh/sshd_config ファイルに次の 2 行が存在す
る必要があります。
PermitRootLogin
Subsystem

2

yes
sftp

/usr/lib/ssh/sftp-server

この行がない場合は、追加してから ssh を再起動します。
Solaris 10 と Solaris 11 で ssh を再起動するには、次のコマンドを入力します。
sys1 # svcadm restart ssh

3

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)?
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4

「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:

5

sys2 の root パスワードを入力します。

6

sftp プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /.ssh/id_dsa.pub to /id_dsa.pub

7

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

8

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:

9

sys2 にログインした後、次のコマンドを入力して authorized_keys ファイルに
id_dsa.pub ファイルを追加します。
sys2 # cat /id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

10

id_dsa.pub 公開キーファイルがターゲットシステム（sys2）にコピーされて認証済

みキーファイルに追加されたら、公開キーファイルを削除します。id_dsa.pub 公開
キーファイルを削除するには、sys2 で次のコマンドを入力します。
sys2 # rm /id_dsa.pub
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11

ssh セッションからログアウトするには、次のコマンドを入力します。
sys2 # exit

12 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: //.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。
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
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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)
2)
b)

Setup ssh between the systems
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>]
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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 | -?

表 D-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>
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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

■

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>
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■
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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

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
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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

Solaris 用の rsh の有効化と無効化
次の項では、Solaris システムでリモートシェルを有効にする方法について説明します。
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.572 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。
rsh を有効にするには

1

rsh と rlogin の現在の状態を確認するため、次のコマンドを入力します。
# inetadm | grep -i login

サービスが有効である場合は、次の行が表示されます。
enabled online svc:/network/login:rlogin

サービスが有効でない場合は、次の行が表示されます。
disabled disabled svc:/network/login:rlogin

2

無効になっている rsh/rlogin サービスを有効にするには、次のコマンドを入力し
ます。
# inetadm -e rlogin

3

有効になっている rsh/rlogin サービスを無効にするには、次のコマンドを入力し
ます。
# inetadm -d rlogin
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4

.rhosts ファイルを修正します。別の .rhosts ファイルが、各ユーザーの $HOME

ディレクトリにあります。このファイルは、rsh を使ってシステムにリモートアクセスする
各ユーザー用に修正する必要があります。.rhosts ファイルの各行に、ローカルシ
ステムへのアクセスが可能な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
レスが記載されています。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 のエントリを追加する必要があります。sys1 の
.rhosts ファイルに companyname.com を行います。
# echo "sys2.companyname.com" >> $HOME/.rhosts

5

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
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E
Storage Foundation Cluster
File System High
Availability のコンポーネン
ト
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability インストー
ル パッケージ

■

Symantec Cluster Server インストールパッケージ

■

Symantec Cluster File System インストールパッケージ

■

中国語パッケージ

■

日本語パッケージ

■

Symantec Storage Foundation で廃止および再編成されたインストールパッケージ

Symantec Storage Foundation Cluster File System
High Availability インストール パッケージ
表 E-1 に、Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability の
各英語パッケージのパッケージ名と内容を示します。この表には、最小、推奨、拡張のい
ずれの設定を選択するのかに基づいて、どのパッケージをインストールするのかに関す
るガイドラインも示します。
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すべての Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability と
VCS（Symantec Cluster Server）パッケージ をインストールした場合、組み合わせた機
能性を Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability and
High Availability と呼びます。
p.586 の 「Symantec Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
表 E-1

Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability
パッケージ

パッケージ

内容

設定

VRTSaslapm

ASL（Array Support Library）と APM
（Array Policy Module）のバイナリ

最小

各種ストレージアレイのサポートと互換性
のために必要です。
VRTSperl

Perl 5.16.1 for Veritas

最小

VRTSvlic

Symantec License Utilities

最小

Storage Foundation ライセンスキーをデ
コードするために必要な、ライセンスキー
のレイアウトファイルをインストールします。
標準ライセンスキーユーティリティ
vxlicrep、vxlicinst、vxlictest を提供しま
す。
VRTSvxfs

Veritas File System バイナリ

最小

VxFS ファイルシステムサポートのために
必要。
VRTSvxvm

Veritas Volume Manager バイナリ、スク 最小
リプトとユーティリティ。 VxVM ボリューム
マネージャサポートのために必要。

VRTSdbed

Storage Management Software for
Databases

推奨

VRTSob

Veritas Enterprise Administrator
Service

推奨
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パッケージ

内容

設定

VRTSodm

Veritas Extension for Oracle Disk
Manager

推奨

Veritas Extension for Oracle Disk
Manager は、Oracle 用に特に設計され
た、独自のストレージインターフェースで
す。Oracle Disk Manager により、Oracle
の性能が改善され、システム帯域幅を管
理できます。
VRTSsfcpi62

Symantec Storage Foundation インス
トーラ

最小

Storage Foundation 共通製品インストー
ラ パッケージ には、次を実行するインス
トーラライブラリと製品スクリプトが含まれ
ます。
■

インストール

■

設定

■

アップグレード

■

アンインストール

■

ノードの追加

■

その他

これらのスクリプトを使用して、ネーティブ
オペレーティングシステムのインストール、
設定、アップグレードを単純にできます。
VRTSsfmh

Veritas Operations Manager 管理対象 推奨
ホスト
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 パッ
ケージ 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 パッケージ
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/
veritas-operations-manager

VRTSspt

Veritas Software Support Tools

推奨

VRTSfsadv

Veritas File System Advanced

最小
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パッケージ

内容

設定

VRTSfssdk

Veritas File System Software
Developer Kit

すべて

VxFS API の場合、パッケージ にはパブ
リック Software Developer Kit（ヘッダー、
ライブラリ、サンプルコード）があります。
ユーザープログラムで VxFS API を使う
場合に必要です。

Symantec Cluster Server インストールパッケージ
表 E-2 には VCS（Symantec Cluster Server）の各英語パッケージのパッケージ名と内
容を示します。この表には、最小、推奨、拡張のいずれの設定を選択するのかに基づい
て、どのパッケージをインストールするのかに関するガイドラインも示します。
すべての Storage Foundation と VCS パッケージをインストールした場合、組み合わせ
た機能性を Storage Foundation and High Availability と呼びます。
p.583 の 「Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability イン
ストール パッケージ」 を参照してください。
表 E-2

VCS インストールパッケージ

パッケージ

内容

設定

VRTSgab

Symantec Cluster Server Group
Membership and Atomic Broadcast
（GAB）サービス

最小

VRTSllt

Symantec Cluster Server Low Latency
Transport

最小

VRTSamf

Symantec Cluster Server Asynchronous 最小
Monitoring Framework

VRTSvcs

Symantec Cluster Server

最小

VRTSvcsag

Symantec Cluster Server Bundled
Agents

最小

VRTSvxfen

Veritas I/O フェンシング

最小

VRTSvcsea

統合されたデータベースとエンタープライ 推奨
ズエージェントのパッケージ

586

付録 E Storage Foundation Cluster File System High Availability のコンポーネント
Symantec Cluster File System インストールパッケージ

パッケージ

内容

設定

VRTScps

Veritas Coordination Point Server

推奨

Coordination Point Server は I/O フェン
シングの代替機構です。クライアント/サー
バーアーキテクチャを使って I/O フェンシ
ングを実装し、複数の VCS クラスタに I/O
フェンシングを提供できます。

Symantec Cluster File System インストールパッケージ
表 E-3 には CFS（Symantec Cluster File System）の各英語パッケージのパッケージ
名と内容を示します。この表には、最小、推奨、拡張のいずれの設定を選択するのかに
基づいて、どのパッケージをインストールするのかに関するガイドラインも示します。
すべての CFS パッケージと、Storage Foundation と Symantec Cluster Server で構
成されるすべてのパッケージをインストールした結果の機能性を Storage Foundation
Cluster File System と呼びます。
p.583 の 「Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability イン
ストール パッケージ」 を参照してください。
p.586 の 「Symantec Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
表 E-3

CFS インストールパッケージ

パッケージ

内容

設定

VRTScavf

Symantec Cluster Server Agents for
最小
Storage Foundation Cluster File System

VRTSglm

Veritas Group Lock Manager for Storage 最小
Foundation Cluster File System

VRTSgms

Veritas Group Messaging Services for 推奨
Storage Foundation Cluster File System

中国語パッケージ
次の表には、各中国語パッケージのパッケージ名と内容を示します。
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表 E-4

中国語パッケージ

パッケージ

内容

VRTSzhvm

シマンテック社の中国語 Veritas Volume Manager – メッセージカタログと
マニュアルページ

日本語パッケージ
次の表には、各日本語パッケージのパッケージ名と内容を示します。
表 E-5

日本語パッケージ

パッケージ

内容

VRTSjacav

シマンテック社の日本語 Symantec Cluster Server Agents for Storage
Foundation Cluster File System –マニュアルページとメッセージカタログ

VRTSjacs

シマンテック社の日本語 Symantec Cluster Server メッセージカタログ

VRTSjacse

シマンテック社の日本語 Symantec High Availability エンタープライズエー
ジェント

VRTSjadba

シマンテック社の日本語 Symantec Oracle RAC（Real Application Cluster）
サポートパッケージ

VRTSjadbe

シマンテック社の日本語 Symantec Storage Foundation for Oracle – メッ
セージカタログ

VRTSjafs

日本語 Veritas File System – メッセージカタログとマニュアルページ

VRTSjaodm

シマンテック社の Veritas Oracle Disk Manager 日本語メッセージカタログ
とマニュアルページ

VRTSjavm

シマンテック社の日本語 Veritas Volume Manager – メッセージカタログと
マニュアルページ

VRTSmulic

複数言語の Symantec ライセンスユーティリティ

Symantec Storage Foundation で廃止および再編成さ
れたインストールパッケージ
表 E-6 は Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability の廃
止、または再編成された パッケージ をリストします。
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表 E-6

Symantec Storage Foundation で廃止および再編成されたパッケー
ジ

パッケージ

説明

6.2 では廃止されて再編成された
VRTSat

廃止

VRTSatZH

廃止

VRTSatJA

廃止

5.1 では廃止されて再編成された
インフラストラクチャ
SYMClma

廃止

VRTSaa

VRTSsfmh に統合

VRTSccg

VRTSsfmh に統合

VRTSdbms3

廃止

VRTSicsco

廃止

VRTSjre

廃止

VRTSjre15

廃止

VRTSmh

VRTSsfmh に統合

VRTSobc33

廃止

VRTSobweb

廃止

VRTSobgui

廃止

VRTSpbx

廃止

VRTSsfm

廃止

VRTSweb

廃止

製品パッケージ
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パッケージ

説明

VRTSacclib

廃止
次の情報は、スクリプトベースまたは Web ベー
スのインストーラを使って、インストール、アップ
グレード、アンインストールを行うためのもので
す。
■

■

■

新規インストールの場合、VRTSacclib はイ
ンストールされません。
アップグレードの場合、既存の VRTSacclib
がアンインストールされてから、新しい
VRTSacclib がインストールされます。
アンインストールの場合、VRTSacclib はア
ンインストールされません。

VRTSalloc

廃止

VRTScmccc

廃止

VRTScmcm

廃止

VRTScmcs

廃止

VRTScscm

廃止

VRTScscw

廃止

VRTScsocw

廃止

VRTScssim

廃止

VRTScutil

廃止

VRTSd2gui

VRTSdbed に統合

VRTSdb2ed

VRTSdbed に統合

VRTSdbcom

VRTSdbed に統合

VRTSdbed

VRTSdbed に統合

VRTSdcli

廃止

VRTSddlpr

廃止

VRTSdsa

廃止

VRTSfas

廃止

VRTSfasag

廃止
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パッケージ

説明

VRTSfsman

製品のメイン パッケージ に含まれる。

VRTSfsmnd

製品のメイン パッケージ に含まれる。

VRTSfspro

VRTSsfmh に統合

VRTSgapms

廃止

VRTSmapro

VRTSsfmh に統合

VRTSorgui

廃止

VRTSsybed

VRTSdbed に統合

VRTSvail

廃止

VRTSvcsdb

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsmn

VRTSvcs に統合

VRTSvcsor

VRTSvcsea に統合

VRTSvcssy

VRTSvcsea に統合

VRTSvcsvr

VRTSvcs に統合

VRTSvdid

廃止

VRTSvmman

製品のメイン パッケージ に含まれる。

VRTSvmpro

VRTSsfmh に統合

VRTSvrpro

VRTSob に統合

VRTSvrw

廃止

VRTSvxmsa

廃止
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F
高可用性エージェントの情
報
この付録では以下の項目について説明しています。
■

エージェントについて

■

エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と無効化

■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd エージェント

エージェントについて
エージェントは、1 つのタイプのすべての設定されたリソースを起動、停止および監視し、
それらの状態を VCS（Symantec Cluster Server）に報告するプロセスとして定義されま
す。エージェントはエントリポイントと属性の両方を持ちます。エントリポイントは別名エー
ジェント機能ともいい、このマニュアルでは「エージェント機能」と呼ばれます。
属性はエージェントに関するデータを含みます。1 つの属性には、定義と値があります。
アプリケーションサービスをパブリックネットワークに提供するためにともに働く個々のコン
ポーネントとして定義されたリソースを設定するために、属性値を変更します。たとえば、
リソースとしては、ディスクやネットワークインターフェースカードなどの物理コンポーネン
ト、Oracle や Web サーバーなどのソフトウェアコンポーネント、IP アドレスやマウントされ
たファイルシステムなどの設定コンポーネントがあります。
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属性は、ある設定ではオプションである属性が別の設定では必須である場合があります
が、オプションかまたは必須のどちらかです。多くの省略可能な属性には事前定義済み
の値（デフォルト値）があり、必要に応じて変更できます。内部使用の属性もあります。 こ
れらの属性を変更しないでください。変更すると、クラスタで重要な問題が起きる可能性
があります。属性には型と値のタイプがあります。 一部の属性値では数字を指定でき、そ
の他の属性値では英数字の値、または英数字の値のグループを指定できます。その他
にはブールのオンまたはオフの値のみを指定できる属性値があります。
各 SFCFSHA エージェントのエントリポイントおよび属性はこの付録で説明されます。

SFCFSHA に含まれる VCS エージェント
SFCFSHA は次の VCS エージェントを含みます。
■

CVMCluster エージェント

■

CVMVxconfigd エージェント

■

CVMVolDg エージェント

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd

■

コーディネーションポイントエージェント

SFCFSHA インストールは自動的に CVMCluster リソースと CVMVxconfigd リソースを
設定します。
各共有ディスクグループの CVMVolDg エージェントを設定する必要があります。データ
ベースがクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループの各ボリュームに対し
て CFSMount エージェントを設定します。
この付録の情報を使って、上に列挙したエージェントのエントリポイントおよび属性に必要
な設定変更を行ってください。VCS の設定を修正する方法について詳細は、
『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の
手動による有効化と無効化
インテリジェントなリソースの監視を手動で有効または無効にするための次の手順を確認
します。 インテリジェントなリソースの監視機能はデフォルトでは有効です。IMF リソース
タイプ属性により、IMF 対応のエージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行す
る必要があるかどうかが決まります。
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インテリジェントなリソースの監視を有効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

インテリジェントなリソースの監視を有効にするには、次のコマンドを実行します。
■

オフラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 1

■

オンラインのリソースのインテリジェントな監視を有効にするには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 2

■

オンラインおよびオフライン両方のリソースのインテリジェントな監視を有効にす
るには:
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 3

3

必要に応じて、IMF 属性の MonitorFreq キーと RegisterRetryLimit キーの値を変
更します。
属性の定義の表に示されているエージェント固有の推奨事項を確認して、これらの
属性のキーの値を設定します。
p.600 の 「CVMVxconfigd エージェントの属性定義」 を参照してください。
p.606 の 「CFSMount エージェントの属性定義」 を参照してください。
p.610 の 「CFSfsckd エージェントの属性定義」 を参照してください。

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero
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5

クラスタのすべてのノードで AMF カーネルドライバが設定されていることを確認しま
す。
/lib/svc/method/amf status

AMF のカーネルドライバが設定されている場合、出力は次のようになります。
AMF: Module loaded and configured

コマンドにより、AMF ドライバがロードされていないか設定されていないことを示す
出力が返された場合は、AMF ドライバを設定します。
p.596 の 「AMF カーネルドライバの管理」 を参照してください。

6

エージェントを再起動します。各ノードで次のコマンドを実行します。
# haagent -stop agent_name -force -sys sys_name
# haagent -start agent_name -sys sys_name

インテリジェントなリソースの監視を無効にするには

1

VCS 設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

2

特定のタイプのすべてのリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効に
するには、次のコマンドを実行します。
# hatype -modify resource_type IMF -update Mode 0

3

特定のリソースに対するインテリジェントなリソースの監視を無効にするには、次のコ
マンドを実行します。
# hares -override resource_name IMF
# hares -modify resource_name IMF -update Mode 0

4

VCS 設定を保存します。
# haconf -dump -makero

メモ: VCS はエージェントの IMF 機能の有効と無効を切り替えるために haimfconfig ス
クリプトを提供します。 実行または停止状態の VCS のスクリプトを使うことができます。 ス
クリプトを使って、IMF 対応の付属エージェント、エンタープライズエージェント、カスタム
エージェントの IMF を有効または無効にします。
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AMF カーネルドライバの管理
AMF カーネルドライバを起動、停止、アンロードするための次の手順を確認します。
AMF カーネルドライバを起動するには

1

AMF_START 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定しま
す。
# /etc/default/amf

2

AMF カーネルドライバを起動します。次のコマンドを実行します。
# svcadm enable amf

AMF カーネルドライバを停止するには

1

AMF_STOP 変数の値が 1 でない場合、次のファイルでその値を 1 に設定します。
# /etc/default/amf

2

AMF カーネルドライバを停止します。次のコマンドを実行します。
# svcadm disable amf

AMF カーネルドライバをアンロードするには

1

2

エージェントのダウンタイムが問題でなければ、次の手順に従って AMF カーネルド
ライバをアンロードします。
■

AMF カーネルドライバに登録されているエージェントを停止します。
amfstat コマンドの出力の Registered Reapers セクションに、AMF に登録さ
れているエージェントのリストがあります。
amfstat のマニュアルページを参照してください。

■

AMF カーネルドライバを停止します。
p.596 の 「AMF カーネルドライバを停止するには」 を参照してください。

■

エージェントを起動します。

エージェントのダウンタイムを最小限に抑える必要がある場合は、次の手順に従って
AMF カーネルドライバをアンロードします。
■

次のコマンドを実行して、エージェントが登録されている状態のまま AMF ドライ
バを無効にします。
# amfconfig -Uof

■

AMF カーネルドライバを停止します。
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p.596 の 「AMF カーネルドライバを停止するには」 を参照してください。

CVMCluster エージェント
CVMCluster エージェントは、Veritas Volume Manager（VxVM）に関連付けられたクラ
スタポートでシステムメンバーシップを制御します。
CVMCluster エージェントは、次の機能を実行します。
■

CVM クラスタポートにノードを接続します。

■

CVM クラスタポートからノードを削除します。

■

ノードのクラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントのエントリポイント
表 F-1 は、CVMCluster エージェントによって使われるエントリポイントを説明します。
表 F-1

CVMCluster エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

CVM クラスタポートにノードを接続します。共有ディスクグループを自動イン
ポートすることにより、Volume Manager クラスタ機能を有効にします。

Offline

CVM クラスタポートからノードを削除します。

Monitor

ノードの CVM クラスタメンバーシップ状態を監視します。

CVMCluster エージェントの属性定義
表 F-2 は、CVMCluster のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
表 F-2
属性

説明

CVMClustName

クラスタ名
■

CVMNodeAddr

CVMCluster エージェントの属性

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

ホスト名と IP アドレスのリスト
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連
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属性

説明

CVMNodeId

関連リスト第 1 部分はシステムに名前付けします。第 2 部分はシステムの LLT ID 番号を含みます。
■

CVMTransport
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データ形式と値のタイプ: 文字列 - 関連

クラスタのメッセージサービスを指定します。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは gab です。

メモ: この値は変更しないでください。
PortConfigd

vxconfigd レベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

PortKmsgd

カーネルレベルの通信に CVM が使うポート番号。
■

CVMTimeout

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

CVM クラスタの再設定で使われるタイムアウト（秒）。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルトは 200 です。

CVMCluster エージェントタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
type CVMCluster (
static keylist RegList = { CVMNodePreference }
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMTransport, CVMClustName,
CVMNodeAddr, CVMNodeId, PortConfigd,
PortKmsgd, CVMTimeout }
str CVMClustName
str CVMNodeAddr{}
str CVMNodeId{}
str CVMTransport
str CVMNodePreference
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
)
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メモ: 属性 CVMNodeAddr、PortConfigd、PortKmsgd は SFCFSHA 環境では使われま
せん。クラスタ通信メッセージサービスに必要な機能である GAB は、これらの属性を使
いません。

CVMCluster エージェントの設定例
次に示すのは、CVMCluster サービスグループの定義例です。
CVMCluster cvm_clus (
Critical = 0
CVMClustName = clus1
CVMNodeId = { sys1 = 0, sys2 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVxconfigd エージェント
CVMVxconfigd エージェントは vxconfigd デーモンを起動して監視します。vxconfigd
デーモンは、ディスクとディスクグループの設定を維持し、設定の変更をカーネルに伝え
て、ディスクに保存されている設定情報を変更します。CVMVxconfigd は、CVM サービ
スグループに存在する必要があります。
CVMVxconfigd は OnOnly エージェントです。このエージェントは、クラスタが起動する
とリソースを起動し、必要に応じていつでも VCS によって再起動されます。Operations
属性は、スタートアップ時におけるこれらのデフォルトの動作を指定します。
syslog オプションを指定して vxconfigd デーモンを起動し、デバッグメッセージのログ

出力を有効にするようお勧めします。SFCFSHA インストールでは、 CVMVxconfigd エー
ジェントに syslog オプションを設定することに注意してください。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。IMF （Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

CVMVxconfigd エージェントのエントリポイント
表 F-3 は CVMVxconfigd エージェントのエントリポイントを説明します。
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表 F-3

CVMVxconfigd エントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxconfigd デーモンを起動します。

Offline

N/A

Monitor

vxconfigd デーモンが実行されているかどうかを監視します。

imf_init

AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントを初期化しま
す。 この機能は、エージェントが起動すると実行されます。

imf_getnotification

vxconfigd プロセスの状態についての通知を取得します。 この機能
は、AMF カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化さ
れた後に実行されます。 この機能は継続的に通知を待機します。
vxconfigd プロセスが失敗した場合、この機能は、従来の
CVMVxconfigd の monitor エントリポイントを開始します。

imf_register

vxconfigd プロセス ID （pid）の AMF カーネルモジュールへの登録
および登録解除を行います。 この機能は、リソースが安定したオンライ
ン状態に入った後に実行されます。

CVMVxconfigd エージェントの属性定義
表 F-4 は CVMVxconfigd リソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
表 F-4

CVMVxconfigd エージェント属性

属性

説明

CVMVxconfigdArgs

online エントリポイントに送られる引数の一覧。
常に syslog オプションを指定することをお勧めします。
■

データ形式と値のタイプ: keylist
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属性

説明

IMF

このリソースタイプレベルの属性は、CVMVxconfigd エージェントがインテリジェントなリソースの
監視を実行する必要があるかどうかを決定します。リソースレベルでこの属性の値を上書きする
こともできます。
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この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリ
ソースについてはポーリングベースの監視を実行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定し
ます。このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する
必要がある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。 値が 0 の場合、エージェント
はポーリングベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェン
ト機能を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは
imf_register エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。
RegisterRetyLimit キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要があ
る回数が決まります。エージェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リ
ソースの状態が変化するか、Mode キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無
効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

エージェントタイプの IMF 属性について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。

CVMVxconfigd エージェントのタイプの定義
次のタイプの定義は、CVMTypes.cf ファイルにあります。
type CVMVxconfigd (
static int IMF{} = { Mode=2, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 2
static int RestartLimit = 5
static str ArgList[] = { CVMVxconfigdArgs }
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static str Operations = OnOnly
keylist CVMVxconfigdArgs
)

CVMVxconfigd エージェントの設定例
次に示すのは、CVM サービスグループの CVMVxconfigd リソースの定義例です。
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)

CVMVolDg エージェント
CVMVolDg エージェントは、次の機能を実行することで、CVM ディスクグループとディス
クグループ内の CVM ボリュームおよびボリュームセットを管理します。
■

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートする

■

ディスクグループのボリュームおよびボリュームセットを起動する

■

ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットを監視する

■

オプションで、依存関係にあるアプリケーションがオフラインになったときに、ディスク
グループをデポートします。 エージェントがディスクグループをデポートするのは、適
切な属性が設定されている場合のみです。

Oracle サービスグループが使う各ディスクグループに CVMVolDg エージェントを設定
します。 1 つのディスクグループは、1 つの Oracle サービスグループに対してのみ設定
します。データベースにクラスタファイルシステムを使う場合は、ディスクグループ内の各
ボリュームまたはボリュームセットに CFSMount エージェントを設定します。

CVMVolDg エージェントのエントリポイント
表 F-5 は、CVMVolDg エージェントにより使われるエントリポイントを説明します。
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CVMVolDg エージェントのエントリポイント

表 F-5
エントリポイント

説明

Online

CVM マスターノードから共有ディスクグループをインポートします（ディ
スクグループがまだインポートされていない場合）。
CVMVolume 属性により指定された共有ディスクグループ内のすべて
のボリュームおよびボリュームセットを起動します。
CVMActivation 属性の値が sw に設定されている場合は、ディスクグ
ループアクティブ化モードを shared-write に設定します。アクティブ化
モードは、スレーブシステムとマスターシステムのいずれにも設定できま
す。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Offline

CVMDeportOnOffline 属性が 1 に設定されていて、クラスタ内のい
ずれのノードにおいても共有ディスクグループに起動しているボリュー
ムが含まれない場合、ディスクグループが CVM マスターノードからデ
ポートされます。
ディスクグループ、ボリューム、およびボリュームセットがオンラインであ
るかどうかを判断します。

Monitor

監視サイクルでボリュームセットのファイルシステムメタデータのボリュー
ムがオフラインであることが検出された場合、エージェントはボリューム
セットをオフラインにします。

メモ: CFSMount リソースがオフラインになり、ボリュームセットのファイ
ルシステムがマウントを解除された場合、ボリュームセットのファイルシス
テムメタデータのボリュームがオフラインであっても、エージェントはボ
リュームセットのオンラインの状態を保持します。 これは、CVMVolDg
エージェントが、オフラインのボリュームがメタデータのボリュームである
かどうかを判断できないためです。
オンラインエントリポイントにより作成された一時ファイルを削除します。

Clean

CVMVolDg エージェントの属性定義
表 F-6 は、CVMVolDg のリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性を説明しま
す。
CVMVolDg エージェントの属性

表 F-6
属性

説明

CVMDiskGroup（必須）

共有ディスクグループ名
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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属性

説明

CVMVolume（必須）

共有ボリュームまたはボリュームセットの名前。 このリストは、リソースのオンライン化を許可す
る前にボリュームまたはボリュームセットが正しい状態にあることを確認するか、ボリュームが
有効化の状態のままであることを確認するために使用されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

ディスクグループのアクティブ化モード。

CVMActivation（必須）

■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

■

デフォルトは sw（共有書き込み） です。

これはローカライズされた属性です。
CVMVolumeIoTest（オプショ
ン）

可用性をテストするために定期的にポーリングされるボリュームとボリュームセットのリスト。 リ
スト内の最大 10 個のボリュームまたはボリュームセットに対して、ポーリングは監視サイクル
ごとに 4 KB の読み込みで行われます。ボリュームセットの場合、読み取りは、各ボリューム
セットの最大 10 のコンポーネントボリュームに対して行われます。
■

CVMDeportOnOffline （オプ
ション）

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、共有
ディスクグループをデポートする必要があるかどうかを示します。
値 1 は、ディスクグループの最後のオンライン CVMVolDg リソースがオフラインになったとき
に、エージェントが共有ディスクグループを CVM マスターノードからデポートすることを示し
ます（まだデポートされていない場合）。
値 0 は、CVMVolDg リソースがオフラインになったときに、エージェントが共有ディスクグルー
プをデポートしないことを示します。
■

データ形式と値のタイプ: 整数 - スカラー

■

デフォルトは 0 です。

メモ: 共有ディスクグループに複数の CVMVolDg リソースが設定されている場合は、すべて
のリソースで属性値を 1 または 0 に設定します。
CVM ディスクグループは、CVMVolDg リソースがオフラインになった順序に基づいてデポー
トされます。 ディスクグループの CVMVolDg リソースで、CVMDeportOnOffline 属性の
設定に 1 と 0 が混在している場合、オフラインになった最後の CVMVolDg リソースの属性
値が 1 の場合のみディスクグループがデポートされます。 オフラインになった最後の
CVMVolDg リソースの属性値が 0 の場合は、ディスクグループはデポートされません。
共有ディスクグループに起動しているボリュームが含まれている場合、デポート操作は失敗し
ます。

CVMVolDg エージェントタイプの定義
CVMVolDg タイプ定義は CVMTypes.cf ファイルに登録されています。
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type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation, CVMVolume }
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static keylist ExternalStateChange = { OnlineGroup }
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume, CVMActivation,
CVMVolumeIoTest, CVMDGAction,
CVMDeportOnOffline,CVMDeactivateOnOffline,
State }
str CVMDiskGroup
str CVMDGAction
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolumeIoTest
int CVMDeportOnOffline
int CVMDeactivateOnOffline
temp int voldg_stat
)

CVMVolDg エージェントの設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CVMVolDg リソースタイプを定義する必要があり
ます。 次はサンプル設定です。
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskgroup = testdg
CVMVolume = { vol1, vol2, mvol1, mvol2, snapvol, vset1 }
CVMVolumeIoTest = { snapvol, vset1 }
CVMActivation @sys1 = sw
CVMActivation @sys2 = sw
CVMDeportOnOffline = 1
)

CFSMount エージェント
CFSMount エージェントは、クラスタファイルシステムのマウントポイントをオンライン状態
またはオフライン状態にしたり、監視したりします。
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSMount/CFSMountAgent に
あります。
CFSMount のタイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに記述さ
れます。
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このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。IMF （Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

CFSMount エージェントのエントリポイント
表 F-7 は CFSMount エージェントのエントリポイントを提供します。
表 F-7

CFSMount エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

ブロックデバイスをクラスタモードでマウントします。

Offline

ファイルシステムをマウント解除します。必要な場合には強制的にマウント解
除し、プライマリをセカンダリに設定します。

Monitor

ファイルシステムがマウントされているかどうかを調べます。fsclustadm コ
マンドでマウントの状態を確認します。

Clean

クラスタファイルシステムマウントに対して空の処理を生成します。

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行
されます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリソー
スに対する処理を実行します。
imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解除し
ます。この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフライン）に
入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSMount エージェントの属性定義
表 F-8 は、CFSMount エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
表 F-8

CFSMount エージェント属性

属性

説明

MountPoint

マウントポイントのディレクトリ。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー
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属性

説明

BlockDevice

マウントポイントのブロックデバイス。
■

NodeList

マウントするノードのリスト。NodeList が NULL の場合、エージェントはサービスグループのシステムリス
トを使います。
■

IMF

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

データ形式と値のタイプ: 文字列 - キーリスト

CFSMount エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定する
リソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能
を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは imf_register
エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。RegisterRetyLimit
キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。エー
ジェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変化するか、Mode
キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

p.593 の 「エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と無効化」 を参照し
てください。
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属性

説明

MountOpt

mount コマンドのオプション。有効な MountOpt 属性の文字列を作成するには、次の条件を満たす必
要があります。

（オプション）

■

VxFS タイプに固有のオプションのみを使います。

■

-o フラグを使って VxFS 固有のオプションを指定しないでください。

■

-F vxfs ファイルシステムタイプオプションを使わないでください。

■

クラスタオプションは必須ではないことを確認します。

■

オプションをカンマ区切りリストで指定します。
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ro
ro,cluster
blkclear,mincache=closesync
■

Policy（オプション）

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

クラスタファイルシステムで、プライマリに障害が起きた場合にプライマリとなる可能性のあるノードの一
覧。NULL に設定されている場合や、プライマリに障害が起きたときに一覧に指定されているホストのい
ずれもアクティブでなかった場合、プライマリとなる可能性があるアクティブノードの集合からノードが無
作為に選択されます。
■

データ形式と値のタイプ: 文字列 - スカラー

CFSMount エージェントのタイプの定義
CFSMount エージェントのタイプ定義は CFSTypes.cf ファイルに登録されています。
type CFSMount (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList, ForceOff, SetPrimary }
static keylist SupportedActions = { primary }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int OnlineWaitLimit = 1
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, MountOpt, Primary, AMFMountType }
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp str Primary
str SetPrimary
temp str RemountRes
temp str AMFMountType
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str ForceOff
)

CFSMount エージェント設定例
各 Oracle サービスグループに対して、CFSMount リソースタイプを定義する必要があり
ます。
CFSMount ora_mount (
MountPoint = "/oradata"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol1"
Primary = sys2;
)

より詳しい例で定義された CFSMount は、次を参照してください。

CFSfsckd エージェント
CFSfsckd エージェントは、vxfsckd プロセスの開始、停止、監視を行います。CFSfsckd
エージェントの実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CFSfsckd/CFSfsckdAgent
です。タイプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CFSTypes.cf ファイルに格納され
ます。設定は cfscluster config コマンドの実行後に main.cf ファイルに追加され
ます。
このエージェントは IMF 対応であり、IMF 通知に AMF （Asynchronous Monitoring
Framework）カーネルドライバを使います。 IMF （Intelligent Monitoring Framework）と
インテリジェントなリソースの監視について詳しくは、『Symantec Cluster Server 管理者
ガイド』を参照してください。

CFSfsckd エージェントのエントリポイント
表 F-9 に CFSfsckd エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 F-9

CFSfsckd エージェントのエントリポイント

エントリポイント

説明

Online

vxfsckd プロセスを開始します。

Offline

vxfsckd プロセスを強制終了します。

Monitor

vxfsckd プロセスが実行されているかどうかを調べます。

Clean

CFS マウントポイントを null にします。
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エントリポイント

説明

imf_init

エージェントの IMF 通知モジュールである AMF カーネルドライバと連動す
るようにエージェントを初期化します。 この機能は、エージェントが起動する
と実行されます。

imf_getnotification リソースの状態の変更についての通知を取得します。 この機能は、AMF
カーネルモジュールと連動するようにエージェントが初期化された後に実行
されます。 この機能は連続的に通知を待機し、通知を受けた時点でリソー
スに対する処理を実行します。
imf_register

リソースエンティティを AMF カーネルモジュールに登録または登録解除し
ます。この機能は、リソースが安定した状態（オンラインまたはオフライン）に
入った後に、リソースごとに実行されます。

CFSfsckd エージェントの属性定義
表 F-10 は、CFSfsckd エージェントのリソースタイプのうち、ユーザーが変更できる属性
を一覧表示します。
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表 F-10
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CFSfsckd エージェントの属性

属性

説明

IMF

CFSfsckd エージェントがインテリジェントなリソースの監視を実行する必要があるかどうかを決定するリ
ソースタイプレベルの属性です。リソースレベルでこの属性の値を上書きすることもできます。
この属性は次のキーを含んでいます。
■

Mode: この属性を定義して、インテリジェントなリソースの監視を有効または無効にします。
有効な値は次のとおりです:
■ 0 - インテリジェントなリソースの監視を実行しない
1 - オフラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オンラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 2 - オンラインリソースについてはインテリジェントなリソースの監視を実行し、オフラインリソース
についてはポーリングベースの監視を実行する
■ 3 - オンラインリソースとオフラインリソースの両方についてインテリジェントなリソースの監視を実
行する
デフォルト: 0
MonitorFreq: このキー値は、エージェントが監視エージェント機能を呼び出す頻度を指定します。
このキーの値は整数です。
デフォルト: 1
エージェントがポーリングベースの監視とインテリジェントなリソースの監視の両方を実行する必要が
ある場合は、このキーをゼロ以外の値に設定できます。値が 0 の場合、エージェントはポーリング
ベースのプロセスチェック監視を実行しません。
■

■

リソースが AMF カーネルドライバに登録されると、エージェントは次のように監視エージェント機能
を呼び出します。
■ オンラインリソースの場合は（MonitorFreq x MonitorInterval）秒おき
■

オフラインリソースの場合は（MonitorFreq x OfflineMonitorInterval）秒おき

■

RegisterRetryLimit: インテリジェントなリソースの監視を有効にした場合、エージェントは imf_register
エージェント機能を呼び出し、リソースを AMF カーネルドライバに登録します。RegisterRetyLimit
キーの値によって、エージェントがリソースの登録を再試行する必要がある回数が決まります。エー
ジェントが、指定された制限内にリソースを登録できない場合、リソースの状態が変化するか、Mode
キーの値が変更されるまで、インテリジェントな監視は無効になります。
デフォルト: 3

■

データ形式と値のタイプ: 整数 - 関連

p.593 の 「エージェントに対するインテリジェントなリソース監視の手動による有効化と無効化」 を参照し
てください。

CFSfsckd エージェントのタイプの定義
CFSfsckd タイプ定義を以下に示します。
type CFSfsckd (
static int IMF{} = { Mode=3, MonitorFreq=1, RegisterRetryLimit=3 }

付録 F 高可用性エージェントの情報
CFSfsckd エージェント

static int RestartLimit = 1
str ActivationMode{}
)

CFSfsckd エージェントの設定例
CFSfsckd の設定例を以下に示します。
CFSfsckd vxfsckd (
)
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この付録では以下の項目について説明しています。
■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability のインストール問題

■

Storage Foundation Cluster File System High Availability の問題

■

インストーラでクラスタの UUID を作成できない

■

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティリティが失
敗する

■

CP サーバーのトラブルシューティング

■

SFCFSHA クラスタノードでのサーバーベースのフェンシングのトラブルシューティン
グ

■

webinstaller のトラブルシューティング

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。
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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
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。
p.59 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

Storage Foundation Cluster File System High
Availability のインストール問題
SFCFSHA をインストールしていて何らかの問題に遭遇した場合は、典型的な問題とそ
の解決法について、以下を参照してください。
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リモートシステムの root に対する不正な操作権限
操作権限が不適切です。インストールしている各システムに対し、リモート root アクセス
権限を持っていることを確認します。

Failed to setup rsh communication on 10.198.89.241:
'rsh 10.198.89.241 <command>' failed
Trying to setup ssh communication on 10.198.89.241.
Failed to setup ssh communication on 10.198.89.241:
Login denied
Failed to login to remote system(s) 10.198.89.241.
Please make sure the password(s) are correct and superuser(root)
can login to the remote system(s) with the password(s).
If you want to setup rsh on remote system(s), please make sure
rsh with command argument ('rsh <host> <command>') is not
denied by remote system(s).
Either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication
Would you like the installer to setup ssh/rsh communication
automatically between the nodes?
Superuser passwords for the systems will be asked. [y,n,q] (y) n
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
The ssh permission denied on 10.198.89.241
rsh exited 1 on 10.198.89.241
either ssh or rsh is needed to be setup between the local node
and 10.198.89.241 for communication

推奨される解決法: ssh または rsh を使ったリモートアクセスを許可するよう、システムを
セットアップする必要があります。
p.571 の 「製品インストール前のセキュアシェルまたはリモートシェル通信モードの設定に
ついて」 を参照してください。
メモ: SFCFSHA のインストールと設定の完了後、リモートシェル操作権限を削除します。
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アクセスできないシステム
指定したシステムにアクセスできません。この理由としては、システム名が誤って入力され
た、システムがネットワーク経由で使えないなど、さまざまな可能性があります。
Verifying systems: 12% ....................................
Estimated time remaining: 0:10 1 of 8
Checking system communication .............................. Done
System verification did not complete successfully
The following errors were discovered on the systems:
cannot resolve hostname host1
Enter the system names separated by spaces: q,? (host1)

推奨される解決法: システム名を正しく入力したことを確認します。ホストのアクセス可能
性を確認するために ping（1M）コマンドを使います。

Storage Foundation Cluster File System High
Availability の問題
デバイスにデバイスエラーまたはコントローラエラーがある場合、ファイルシステムはクラ
スタ全体で無効になることがあります。 問題に対応するには、すべてのノードのファイル
システムをマウント解除し、それから完全な fsck を実行します。 ファイルシステムのチェッ
クが完了したら、すべてのノードを再びマウントします。

マウント解除の失敗
参照が NFS サーバーにある場合、umount コマンドが失敗することがあります。 マウント
ポイントの共有を解除し、マウント解除を再試行してください。

マウントの失敗
ファイルシステムのマウントは次の理由で失敗する可能性があります。
■

ファイルシステムでディスクレイアウトバージョン 7 以降を使用していません。

■

マウントオプションがすでにマウントされたノードのオプションと一致しない。

■

ノードに Quick I/O for Databases ライセンスをインストールしている場合は、qio マ
ウントオプションを明示的に指定しなかった場合でも、クラスタファイルシステムはデ
フォルトで qio オプションを有効にしてマウントされます。Quick I/O ライセンスがイン
ストールされていない場合、クラスタファイルシステムは qio オプションを使用せずに
マウントされます。そのため、クラスタ内のいくつかのノードが Quick I/O ライセンスを
インストールしており、他はそうでない場合、異なるマウントオプションのため、クラスタ
マウントは、あるノードでは成功し、他では失敗する場合があります。この状況を避け
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るため、Quick I/O ライセンスが一様に適用されていることを確認するか、またはクラ
スタの各ノードに qio/noqio オプションを適切に指定して、クラスタファイルシステム
を注意深くマウントします。
mount（1M）マニュアルページを参照してください。
■

共有 CVM ボリュームが指定されていません。

■

デバイスはまだ、クラスタ上のどこかのローカルファイルシステムとしてマウントされて
います。デバイスをマウント解除します。

■

fsck または mkfs コマンドが他のノードから同じボリューム上で実行されているか、ま

たはボリュームが他のノードから非クラスタモードでマウントされています。
■

vxfsckd デーモンが動作していません。 これは通常、CFSfsckd エージェントが正

常に起動されなかった場合にのみ発生します。
■

mount が次のエラーメッセージを出して失敗した場合:
vxfs mount: cannot open mnttab
/etc/mnttab が欠落しているか、または root 権限がありません。

■

mount が次のエラーメッセージを出して失敗した場合:
vxfs mount: device already mounted, ...

デバイスは同じノードの mount、mkfs または fsck によって使用中です。このエラー
がクラスタ内の他のノードから生成されることはありません。
■

次のエラーメッセージが表示される場合:
mount: slow

ノードはクラスタの結合の処理中である場合があります。
■

-o cluster オプションなしで（つまり、共有モードでなく）すでにマウントされている

ファイルシステムを、他のクラスタノードでマウントしようと試みる場合、
# mount -F vxfs /dev/vx/dsk/share/vol01 /vol01

次のエラーメッセージが表示されます。
vxfs mount: /dev/vx/dsk/share/vol01 is already mounted,
/vol01 is busy, allowable number of mount points exceeded,
or cluster reservation failed for the volume

コマンドの失敗
この項では、コマンドの失敗について説明します。
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■

man コマンドでマニュアルページにアクセスできない。 MANPATH 環境変数を適切

に設定してください。
p.72 の 「環境変数の設定」 を参照してください。
■

mount、fsck、mkfs は共有ボリュームを予約するためのユーティリティです。 使用中

のボリュームでは失敗します。 dd などの他のユーティリティを使って共有ボリューム
にアクセスするときには注意してください。これらのコマンドによってディスク上のデー
タが破壊される可能性があります。
■

vxupgrade -n 7/vol02 などの一部のコマンドを実行すると、次のエラーメッセージ

が生成されることがあります。
vxfs vxupgrade: ERROR: not primary in a cluster file system

これは、このコマンドはプライマリ（このファイルシステムを最初にマウントしたシステム）
でのみ実行できることを示しています。

パフォーマンスの問題
Quick I/O ファイルシステムパフォーマンスは、クラスタファイルシステムが qio オプショ
ンを有効にしてマウントされ、ファイルシステムが Quick I/O ファイルに使われていない場
合、悪影響を及ぼします。 qio はデフォルトで有効になるため、Quick I/O 用に共有ファ
イルシステムを使うことを意図していない場合は、マウントの際、明示的に noqio オプショ
ンを指定します。

高可用性に関する問題
このセクションでは、高可用性に関する問題を説明します。

ネットワークパーティションと JEOPARDY
ネットワークパーティション（またはスプリットブレイン）は、ネットワーク障害がクラスタの 1
つ以上のノードの障害として誤って解釈された状態をいいます。 クラスタのあるシステム
で、別のシステムに障害が発生したと誤って認識された場合、他のシステム上ですでに
実行されているアプリケーションが再起動され、結果としてデータの破損が生じることがあ
ります。 CFS は、冗長なハートビートリンクを設定することで、このような事態を回避しよう
とします。
クラスタの整合性を維持するには、少なくとも 1 つのリンクがアクティブである必要があり
ます。すべてのリンクが停止すると、最後のネットワークリンクが切断された後、ノードはク
ラスタ内の他のノードとは通信できなくなります。 このため、クラスタは 2 つのとりうる状態
のうちのいずれかになります。 最後のネットワークリンクが切断されているか（ネットワーク
分割状態といいます）または正常な状態で、ノードのクラッシュが発生しています。これ
は、ネットワーク分割の問題ではありません。 最初の状態と 2 番目の状態のいずれであ
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るか判断できないため、カーネルメッセージが発行され、ネットワーク分割が生じている可
能性があり、データの破損が生じているおそれがあることを知らせます。
JEOPARDY は、クラスタにあるノードで他のノードへの接続の問題が生じている状態を
いいます。 この状態では、リンクまたはディスクハートビートがダウンするおそれがあるた
め、JEOPARDY 警告が表示されることがあります。 特に、このメッセージは、ノードにリ
ンクが 1 つしか残されておらず、そのリンクがネットワークリンクである場合に表示されま
す。 ノードがネットワークへの残りの接続を失うおそれがあるため、重大なイベントと見な
されます。
警告: 共有ストレージがまだ接続されている場合は、通信リンクを削除しないでください。

低メモリ
負荷が高いと、ハートビート通信リンクを管理するソフトウェアが、カーネルメモリを割り当
てることができない場合があります。これが発生すると、ネットワーク分断の恐れを回避す
るため、ノードが停止します。これが頻繁に発生する場合、ノードの負荷を軽減してくださ
い。
すべてのクラスタノード上の /etc/llttab ファイルの値が正しくない、または同じでない
場合、同様の状況が発生する場合があります。

インストーラでクラスタの UUID を作成できない
インストーラがクラスタの UUID を設定する前に uuidconfig.pl スクリプトを見つけることが
できない場合、次のエラーメッセージが表示されます。
Couldn't find uuidconfig.pl for uuid configuration,
please create uuid manually before start vcs

このエラーメッセージは、SFCFSHA の設定、アップグレード中、またはインストーラを使っ
てクラスタにノードを追加するときに表示されることがあります。
回避策: SFCFSHA を起動するには、uuidconfig.pl スクリプトを手動で実行して、各クラ
スタノードに UUID を設定する必要があります。
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。
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SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、
vxfentsthdw ユーティリティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

他のホストが SCSI-3 Persistent Reservation を使ってディスクを予約した場合、ディス
クアレイは SCSI TEST UNIT READY コマンドに対して成功を返すことをサポートしてい
ません。これは SANRISE2XXX アレイシリーズに見られる現象で、そのディスクアレイの
オプションである 186 ビットが使えない場合に発生します。

CP サーバーのトラブルシューティング
CP サーバーのすべての操作とメッセージのログは、詳しく読みやすい形式で
/var/VRTScps/log ディレクトリに記録されます。エントリは日付と時刻でソートされます。
このログはトラブルシューティング目的や、CP サーバーをホストするシステムで起きる可
能性があるセキュリティ関連の問題を確認する目的に使うことができます。
次のファイルに含まれるログとテキストファイルは、CP サーバーの理解とトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
■

/var/VRTScps/log/cpserver_[ABC].log

■

/var/VRTSvcs/log/vcsauthserver.log（セキュリティ関連）

■

CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生した場合は、次の診断ファイルを
確認します。
■

/var/VRTScps/diag/FFDC_CPS_pid_vxcpserv.log

■

/var/VRTScps/diag/stack_pid_vxcpserv.txt

メモ: CP サーバー上の vxcpserv プロセスで障害が発生すると、コアファイルに加え
てこれらのファイルが生成されます。 そのような状況では、VCS は vxcpserv プロセ
スを自動的に再起動します。
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log ファイルに含まれるログは、SFCFSHA クラ
スタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。
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p.621 の 「CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティング」 を
参照してください。
p.621 の 「CP サーバーの接続の確認」 を参照してください。
p.622 の 「サーバーベースのフェンシング用に設定された SFCFSHA クラスタ ノードでの
フェンシング起動時の問題」 を参照してください。
p.623 の 「コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題」 を参照してください。

CP サーバーサービスグループに関連する問題のトラブルシューティン
グ
CP サーバーの設定後に CPSSG サービスグループを起動できない場合は、次の手順
を実行してください。
■

CPSSG サービスグループとそのリソースが有効で、VCS 設定で正しく設定されてい
ることを確認します。

■

VCS エンジンログ（/var/VRTSvcs/log/engine_[ABC].log）で、CPSSG サービ
スグループリソースのいずれかが FAULTED になっていないかどうかを確認します。

■

依存関係グラフの例を見直して、必要なリソースが正しく設定されていることを確認し
ます。

CP サーバーの接続の確認
cpsadm コマンドを使って CP サーバーの接続をテストできます。

SFCFSHA クラスタ（クライアントクラスタ）ノードで cpsadm コマンドを実行するには、環境
変数 CPS_USERNAME と CPS_DOMAINTYPE を設定している必要があります。
CP サーバーの接続を確認するには
◆

次のコマンドを実行して、CP サーバーが起動しており、プロセスレベルで動作中か
どうかを調べます。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想ホスト名または仮想 IP
アドレスです。
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SFCFSHA クラスタノードでのサーバーベースのフェンシ
ングのトラブルシューティング
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfend_[ABC].log に含まれるログファイルは、SFCFSHA クラ
スタ（アプリケーション）ノード上のフェンシングに関連する問題の理解やトラブルシュー
ティングに役立つことがあります。

サーバーベースのフェンシング用に設定された SFCFSHA クラスタ ノー
ドでのフェンシング起動時の問題
表 G-1

SFCFSHA クラスタ（クライアントクラスタ）ノードでのフェンシング起動
の問題

問題

説明と解決法

SFCFSHA クラスタの
cpsadm コマンドで接続
エラーが発生します。

SFCFSHA クラスタで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場合
は、次の処理を実行してください。
■

CP サーバーがすべての SFCFSHA クラスタノードからアクセス可能であることを確認します。

■

/etc/vxfenmode ファイルを確認し、SFCFSHA クラスタ ノードが正しい CP サーバー仮想 IP
または仮想ホスト名と正しいポート番号を使っていることを確認します。
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。

■

権限の確認の失敗

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、SFCFSHA クラスタ（クライアントクラスタ）ノード上のフェンシングが、
CP サーバーにアクセスして自身を CP サーバーに登録することができません。 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.265 の 「CP サーバーを SFCFSHA クラスタで使用するための手動による準備」 を参照してくだ
さい。

認証の失敗

CP サーバーと SFCFSHA クラスタ（クライアントクラスタ）ノードの間でセキュアな通信を設定した
場合、次のような原因で認証の失敗が起きることがあります。
■

■

■

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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コーディネーションポイントのオンライン移行中の問題
vxfenswap ユーティリティを使ってコーディネーションポイントをオンライン移行する間、
いずれかのクラスタノードから行うコーディネーションポイントの検証中に障害が起きると、
操作は自動的にロールバックされます。
コーディネーションポイントの新しいセットの検証失敗は、次の状況で起きる可能性があ
ります。
■

ノード上の新しいコーディネーションポイントが古い /etc/vxfenmode.test ファイルか
ら選択されていたため、/etc/vxfenmode.test ファイルがすべての SFCFSHA クラス
タ ノードで更新されない。/etc/vxfenmode.test ファイルは現在の詳細情報で更新す
る必要があります。/etc/vxfenmode.test ファイルがない場合、vxfenswap は
/etc/vxfenmode ファイルから新しいコーディネーションポイントの設定をコピーしま
す。

■

/etc/vxfenmode ファイルに定義されたコーディネーションポイントが SFCFSHA クラ
スタ ノード間で一致しない。/etc/vxfenmode ファイルに定義されているコーディネー
ションポイントがクラスタノード間で一致しない場合、コーディネーションポイントのス
ナップショット確認中の障害が原因で操作は失敗します。

■

1 つ以上の SFCFSHA クラスタ ノードから CP サーバーに向かうネットワーク接続が
存在しない。

■

SFCFSHA クラスタ ノードのクラスタ、ノード、ユーザーが新しい CP サーバーに追加
されていないことにより、権限の確認に失敗する。

vxfenswap コマンド実行後の vxfen サービスグループのアクティ
ビティ
コーディネーションポイントエージェントは vxfenconfig -l の出力からコーディネーショ
ンポイントの詳細を読み込み、それらのコーディネーションポイントで登録の監視を開始
します。
このように、vxfenswap の実行中、vxfenmode ファイルがユーザーによって変更されて
いるとき、コーディネーションポイントエージェントは FAULTED 状態に遷移しませんが、
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
vxfenmode ファイルの変更がコミットされないかぎり、またはコーディネーションポイントの
新しいセットが vxfenconfig -l の出力で反映されないかぎり、コーディネーションポイ
ントエージェントは、監視サイクルごとに自身が vxfenconfig -l の出力から読み込む
コーディネーションポイントの古いセットを監視し続けます。
コーディネーションポイントエージェントの状態（ONLINE または FAULTED）は、コーディ
ネーションポイントのアクセス可能性、これらのコーディネーションポイント上の登録、耐障
害性の値によって決まります。
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vxfenmode ファイルの変更がコミットされ、vxfenconfig -l の出力に反映されると、コー
ディネーションポイントエージェントはコーディネーションポイントの新しいセットを読み込
み、次の監視サイクルからはその新しいセットのコーディネーションポイントを監視します。

webinstaller のトラブルシューティング
この項では、webinstaller スクリプトを使うときに起きる可能性がある問題について、考
えられる解決法を提供します。
■

問題: webinstaller スクリプトがエラーを報告することがある。
webinstaller を使うときに、次のようなエラーメッセージが表示されます。
Error: could not get hostname and IP address

対策: /etc/hosts と /etc/resolv.conf ファイルが正しく設定されていることを確
認します。
■

問題: ホスト名が完全修飾ドメイン名ではない。
https://<hostname>:<port>/ のホスト名には、完全修飾ドメイン名を使う必要がありま
す。
対策: domain セクションが /etc/resolv.conf ファイルに定義済みであるかどうか
を確認してください。

■

問題: Firefox 3 がエラーを報告することがある。
Firefox 3 を使うときに、次のようなエラーメッセージが表示されます。
Certificate contains the same serial number as another certificate.

対策: FireFox のナレッジベース Web サイトにアクセスしてください。
http://support.mozilla.com/en-US/kb/Certificate+contains+the+same+serial+number+as+another+certificate

H
CP サーバーベースの I/O
フェンシングのSFCFSHA ク
ラスタ設定図サンプル
この付録では以下の項目について説明しています。
■

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成
図
次の CP サーバー構成図は、構成内で CP サーバーを設定する場合のガイドとして使う
ことができます。
■

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ:
p.627 の 図 H-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 H CP サーバーベースの I/O フェンシングのSFCFSHA クラスタ設定図サンプル
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 H-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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高可用性 CPS と 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアント
クラスタ
図 H-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 H-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 H-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 H-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 H-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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I
NFS 共有ディスクのメジャー
番号とマイナー番号の一致
この付録では以下の項目について説明しています。
■

NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致

NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致
設定の中に、共有バス上で NFS をサポートするディスクが含まれている場合があります。
ディスクパーティションまたは Veritas Volume Manager ボリュームにエクスポートする
NFS ファイルシステムを設定することができます。
ディスクパーティション名の例は /dev/dsk/c1t1d0s2 です。
ボリューム名の例は /dev/vx/dsk/shareddg/vol3 です。 それぞれの名前は、ファイ
ルシステムがマウントされるブロックデバイスを表します。
VCS クラスタでは、NFS サービスを提供するブロックデバイスのメジャー番号とマイナー
番号が、各クラスタノードで同じである必要があります。 メジャー番号によって、必要とさ
れるデバイスドライバが識別されます（たとえば、Solaris パーティションまたは VxVM ボ
リューム）。マイナー番号によって、特定のデバイス自体が識別されます。また、NFS で
はメジャー番号とマイナー番号を使って、エクスポートされたファイルシステムが識別され
ます。
各ノードからのエクスポート時にファイルシステムの NFS ID が同じであることを確認する
には、メジャー番号とマイナー番号を確認する必要があります。

ディスクパーティションのメジャー番号とマイナー番号の確認
次の項では、クラスタノードが使っているディスクパーティションのメジャー番号とマイナー
番号の確認と、必要な場合はその変更について説明します。
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ディスクパーティションのメジャー番号とマイナー番号を確認するには
◆

NFS ファイルシステムをエクスポートするすべてのノードで、次のコマンドを実行しま
す。このコマンドにより、ブロックデバイスのメジャー番号とマイナー番号が表示され
ます。
# ls -lL block_device

変数 block_device は、NFS によってエクスポートされるファイルシステムが存在す
るパーティションを指定します。このコマンドをすべての NFS ファイルシステムで実
行します。たとえば、次のように入力します。
# ls -lL /dev/dsk/c1t1d0s2

ノード A の出力例
crw-r-----

1 root

sys

32,1 Dec 3 11:50 /dev/dsk/c1t1d0s2

sys

32,1 Dec 3 11:55 /dev/dsk/c1t1d0s2

ノード B の出力例:
crw-r-----

1 root

メジャー番号（32）とマイナー番号（1）が一致しており、NFS ファイルシステムの必要
条件が満たされていることに注意してください。
ディスクパーティションの一致しないメジャー番号を一致させるには

1

必要に応じて、メジャー番号とマイナー番号を調整します。たとえば、前の項の出力
が次のように表示された場合は、手順 2 からの操作を実行します。
ノード A の出力:
crw-r-----

1 root

sys

32,1 Dec 3 11:50 /dev/dsk/c1t1d0s2

sys

36,1 Dec 3 11:55 /dev/dsk/c1t1d0s2

ノード B の出力:
crw-r-----

2

1 root

VCS コマンドディレクトリに PATH を設定しておきます。
# export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/opt/VRTS/bin

3

システム B のメジャー番号（現在 36）を、システム A のメジャー番号（32）に一致す
るように変更してみます。次のコマンドを使います。
# haremajor -sd major_number

たとえば、ノード B で、次のように入力します。
# haremajor -sd 32
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4

コマンドが成功した場合は、8 の手順に進みます。

5

コマンドが失敗すると、次のようなメッセージが表示されます。
Error: Preexisting major number 32
These are available numbers on this system: 128...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

6

番号 36（ノード A のメジャー番号）がノード B では使えないことに注意してください。
ノード B で haremajor コマンドを実行して、メジャー番号を 128 に変更します。
# haremajor -sd 128

7

ノード A で同じコマンドを実行します。ノード A でコマンドが失敗した場合は、出力
に使用可能な番号が表示されます。両方のノードでコマンドを再実行し、メジャー番
号を両方で使用可能な番号に設定します。

8

コマンドが成功した各システムを再起動します。

9

次のパーティションのメジャー番号の調整に進みます。

ディスクパーティションの一致しないマイナー番号を一致させるには

1

この例では、マイナー番号は 1 と 3 であり、各ノードでそれらを 30 に設定すること
により調整しています。

2

ブロックデバイスの名前を使って、両方のノードで次のコマンドを入力します。
# ls -1 /dev/dsk/c1t1d0s2

このコマンドからの出力は、ノード A では次のようになります。
lrwxrwxrwx 1 root root 83 Dec 3 11:50
/dev/dsk/c1t1d0s2
-> ../../
devices/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@1,0:d,raw

デバイス名は devices に続くスラッシュを含み、コロンの前まで続きますが、コロン
を含みません。
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3

両方のノードで次のコマンドを入力して、SCSI ドライバが使っているインスタンス番
号を特定します。
# grep sd /etc/path_to_inst | sort -n -k 2,2

このコマンドからの出力は、ノード A では次のようになります。
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@0,0" 0
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@1,0" 1
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@2,0" 2
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@3,0" 3
.
.
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@d,0"
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@e,0"
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@f,0"

"sd"
"sd"
"sd"
"sd"

27 "sd"
28 "sd"
29 "sd"

この出力では、インスタンス番号は 2 番目のフィールドにあります。
手順 2 で表示されたノード A の名前と一致するデバイス名に関連付けられたインス
タンス番号は「1」です。

4

各ノードの出力に表示されているデバイスのインスタンス番号を比較します。
インスタンス番号を見直した後、次のタスクの 1 つを実行します。
■

あるノードのインスタンス番号が別のノードで使われていない場合（手順 3 の出
力には表示されない）は、/etc/path_to_inst を編集します。
第 2 ノードのインスタンス番号が最初のノードのインスタンス番号と同様になるよ
うに、このファイルを編集します。

■

5

両方のノードでインスタンス番号がすでに使用済みの場合は、両方のノードで
/etc/path_to_inst を編集します。デバイス名と関連付けされたインスタンス
番号を未使用の番号に変更します。この番号は、他のデバイスが使う最大値よ
りも大きい数字にする必要があります。たとえば、手順 3 の出力は、すべてのデ
バイスが使用するインスタンス番号（0 から 29 まで）を示しています。各ノードの
/etc/path_to_inst ファイルを編集し、インスタンス番号を 30 にリセットしま
す。

次のコマンドを入力して、/etc/path_to_inst が変更された各ノードを再起動しま
す。
# reboot -- -rv
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VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番号の確認
次の項では、クラスタシステムが使用する VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番
号の確認と、必要な場合はその変更について説明します。
VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番号を確認するには

1

VCS コマンドディレクトリに PATH を設定しておきます。次に例を示します。
# export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/opt/VRTS/bin

2

デバイスを一覧表示するには、各ノードで ls -lL block_device コマンドを使い
ます。
# ls -lL /dev/vx/dsk/shareddg/vol3

ノード A の出力は、次のようになります。
brw------1 root root
/dev/vx/dsk/shareddg/vol3

32,43000 Mar 22 16:4 1

ノード B の出力は、次のようになります。
brw------1 root root
/dev/vx/dsk/shareddg/vol3

36,43000 Mar 22 16:4 1

3

各ノードで、関連付けられた共有ディスクグループをインポートします。

4

NFS ファイルシステムをエクスポートする各ノードで、次のコマンドを実行します。コ
マンドは Veritas Volume Manager が使う vxio および vxspec のメジャー番号を
表示します。他のメジャー番号も表示されますが、調整の対象は vxio と vxspec
のみです。
# grep vx /etc/name_to_major

ノード A の出力:
vxdmp 30
vxio 32vxspec 33
vxfen 87
vxglm 91

ノード B の出力:
vxdmp 30
vxio 36vxspec 37
vxfen 87
vxglm 91
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5

ノード B の vxio および vxspec のメジャー番号を、ノード A のメジャー番号と一致
するように変更するには、次のコマンドを使います。
haremajor -vx major_number_vxio major_number_vxspec

次のように実行します。
# haremajor -vx 32 33

コマンドが成功したら、手順 8 に進みます。コマンドが失敗すると、次のようなメッセー
ジが表示されます。
Error: Preexisting major number 32
These are available numbers on this system: 128...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

6

このメッセージが表示されたら、ノード A で haremajor コマンドを使って、メジャー
番号（32/33）をノード B（36/37）のメジャー番号と一致するように変更します。次の
ように実行します。
# haremajor -vx 36 37

再びこのコマンドが失敗すると、次のようなメッセージが表示されます。
Error: Preexisting major number 36
These are available numbers on this node: 126...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

7

この 2 回目のメッセージが表示されたら、使用可能な 2 つの番号のうちの大きいほ
う（この例では 128）を選択します。haremajor コマンドのこの番号を使って、メジャー
番号を調整します。両方のノードで次のコマンドを実行します。
# haremajor -vx 128 129

8

haremajor コマンドが成功した各ノードを再起動します。

9

マイナー番号が一致したら、次の NFS ブロックデバイスのメジャー番号とマイナー
番号の調整に進みます。

10 マイナー番号が一致しないブロックデバイスがボリュームの場合は、vxdg（1M）のマ
ニュアルページを参照してください。マニュアルページには、Veritas Volume
Manager のマイナー番号の調整手順と、reminor オプションの具体的な参照情報
が記載してあります。
vxio ドライバ番号を変更したノードには再起動が必要です。
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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

■

LLT 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用

■

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定

LLT での UDP 層の使用
SFCFSHA には、広域ネットワーク（WAN）およびルーターを使うクラスタ用に、UDP（User
Datagram Protocol）層で LLT を使うオプションがあります。UDP を使うことにより、LLT
パケットのルーチングが可能になるため、より経済的に長距離間の伝送を実現できます。

UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある

■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

UDP 上での LLT はイーサネット上での LLT よりも低速です。 ハードウェア構成にとって
必要な場合にのみ、UDP 上で LLT を使用します。

IPv4 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

LLT プライベートリンクが別のサブネットにあることを確認してください。各リンクのサ
ブネットに応じて、/etc/llttab 内でブロードキャストアドレスを明示的に設定します。
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p.640 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.642 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.644 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.645 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 /dev/udp - udp
link link2 /dev/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 /dev/udp - udp
link link2 /dev/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.644 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.645 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 J-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 J-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: /dev/udp）。

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.642 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。
p.645 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 J-2 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
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/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 J-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 -a | more
UDP
Local Address
Remote Address
State
-------------------- -------------------- ------*.sunrpc
Idle
*.*
Unbound
*.32771
Idle
*.32776
Idle
*.32777
Idle
*.name
Idle
*.biff
Idle
*.talk
Idle
*.32779
Idle
.
.
.
*.55098
Idle
*.syslog
Idle
*.58702
Idle
*.*
Unbound
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出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがす
でに使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力
にはポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

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
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link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.168.30.1 192.168.30.255
link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.168.31.1 192.168.31.255

設定例: 直接接続リンク
図 J-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。
UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定

図 J-1

Solaris SPARC
ノード0

ノード1

UDP エンドポイント qfe1
UDP ポート= 50001
IP = 192.1.3.1
リンクタグ = link2
qfe1
192.1.3.2
リンクタグ = link2

スイッチ

UDP エンドポイント qfe0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link1

qfe0
192.1.2.2
リンクタグ = link1

Solaris x64
ノード0

UDP エンドポイント
e1000g1
UDP ポート = 50001
IP = 192.1.3.1
リンクタグ = link2

ノード1

e1000g1
192.1.3.2
リンクタグ = link2

スイッチ

UDP エンドポイント
e1000g0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link1

e1000g0
192.1.2.2
リンクタグ = link1
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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 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 /dev/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
#configure Links
#link tag-namedevicenode-rangelink-typeudp portMTU ¥
IP-addressbcast-address
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 /dev/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 J-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。
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IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

図 J-2

Solaris SPARC
サイト A の Node0

UDP エンドポイント qfe1
UDP ポート= 50001
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link2

サイト B の Node1

qfe1
192.1.4.1
リンクタグ = link2

UDP エンドポイント qfe0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.1.1
リンクタグ = link1

qfe0
192.1.3.1
リンクタグ = link1

Solaris x64
サイト A の Node0

UDP エンドポイント e1000g1 サイト B の Node1
UDP ポート = 50001
IP = 192.1.2.1
リンクタグ = link2
e1000g1
192.1.4.1
リンクタグ = link2

UDP エンドポイント e1000g0
UDP ポート = 50000
IP = 192.1.1.1
リンクタグ = link1

e1000g0
192.1.3.1
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
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link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.3.1 link link2 /dev/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
set-addr
0 link1 192.1.1.1
set-addr
0 link2 192.1.2.1
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

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは、次のようになります。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.1.1 link link2 /dev/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

LLT 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用
Symantec Storage Foundation Cluster File System High Availability 6.2 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。
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UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある

■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

UDP6 の場合、マルチキャストアドレスは「-」に設定されます。

■

各 NIC の IPv6 アドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルで定義されている IPv6 アドレスが、ネットワークインターフェース
の IPv6 アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.649 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.652 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.651 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.652 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 J-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 J-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 J-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パス（例: /dev/udp6）。

648

付録 J UDP 上での LLT の設定
IPv6 を使った UDP 上での LLT の手動設定

フィールド

説明

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.649 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。

/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.652 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 J-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 J-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
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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 -a |

more

UDP: IPv4
Local Address
Remote Address
State
-------------------- -------------------- ---------*.sunrpc
Idle
*.*
Unbound
*.32772
Idle
*.*
Unbound
*.32773
Idle
*.lockd
Idle
*.32777
Idle
*.32778
Idle
*.32779
Idle
*.32780
Idle
*.servicetag
Idle
*.syslog
Idle
*.16161
Idle
*.32789
Idle
*.177
Idle
*.32792
Idle
*.32798
Idle
*.snmpd
Idle
*.32802
Idle
*.*
Unbound
*.*
Unbound
*.*
Unbound
UDP: IPv6
Local Address
Remote Address
State
If
------------------------- ------------------------- ---------- ----*.servicetag
Idle
*.177
Idle

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 J-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 J-3
ノード 0
（サイト A）

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定
UDP ポート = 50001
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93
リンクタグ = link2

ノード 1
（サイト B）

fe80::21a:64ff:fe92:1b47
リンクタグ = link2

ルーター
UDP6 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

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 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link1 /dev/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
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
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link link1 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 /dev/udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 -

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 J-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 J-4

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

Solaris SPARC
ノード 0
（サイト A）

UDP ポート = 50001
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93
リンクタグ = link2

ノード 1
（サイト B）

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

Solaris x64
ノード 0
（サイト A） UDP ポート = 50001
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93
リンクタグ = link2

ノード 1
（サイト B）

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。
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set-node Node1
set-cluster 1
link link1 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 /dev/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
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

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは、次のようになります。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 /dev/udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link2 /dev/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
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K
他の製品とともに Storage
Foundation Cluster File
System High Availability を
インストールする場合の互
換性問題
この付録では以下の項目について説明しています。
■

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

■

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 Storage Foundation Cluster File System High Availability 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 と管理対象ホストパッケージ 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。

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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