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1
概要
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation Cluster File System のアーキテクチャ

■

クラスタファイルシステムでサポートされている Veritas File System 機能について

■

Storage Foundation Cluster File System のメリットとアプリケーション

Storage Foundation Cluster File System のアーキテク
チャ
Veritas Storage Foundation Cluster File System（SFCFS）を利用すると、ファイルシス
テムを使っているすべてのアプリケーションが同じサーバー上で動作しているかのように、
複数のクラスタ化サーバーが 1 つのファイルシステムを同時にマウントして使うことができ
ます。Veritas Volume Manager クラスタ機能（CVM）を使うと、論理ボリュームと RAW
デバイスアプリケーションにクラスタ内のどこからでもアクセスできるようになります。
ここでは、次の内容について説明します。
■

対称アーキテクチャについて

■

Storage Foundation Cluster File System のプライマリ/セカンダリフェールオーバー
について

■

Group Lock Manager を使用した単一ホストファイルシステムのセマンティクスにつ
いて

対称アーキテクチャについて
SFCFS では、クラスタ内のすべてのノードをメタデータサーバーとして同時に稼動するこ
とができる対称アーキテクチャを導入しています。SFCFS には、従来のマスター/スレー
ブまたはプライマリ/セカンダリという概念が一部に残っています。各クラスタファイルシス
テムを最初にマウントしたサーバーがそのプライマリになり、クラスタ内の他のノードはす

12

第 1 章 概要
クラスタファイルシステムでサポートされている Veritas File System 機能について

べてセカンダリになります。アプリケーションは自らが動作しているサーバーから直接、ファ
イル内のユーザーデータにアクセスします。各 SFCFS ノードは、独自のインテントログを
所有します。ファイルシステム操作（ファイルの割り当てや削除など）は、クラスタ内の任意
のノードから行うことができます。

Storage Foundation Cluster File System のプライマリ/セカンダリフェー
ルオーバーについて
SFCFS プライマリが稼動するサーバーに障害が発生した場合は、残りのクラスタノードか
ら新しいプライマリが選択されます。新しいプライマリは古いプライマリのインテントログを
読み取り、障害時に処理中であったメタデータ更新を完了します。
SFCFS セカンダリ上で実行していたサーバーに障害が発生すると、プライマリは障害が
発生したセカンダリのインテントログを読み取り、障害時に処理中であったメタデータ更新
を完了します。
p.59 の 「Storage Foundation Cluster File System のプライマリで障害が発生した場
合」 を参照してください。

Group Lock Manager を使用した単一ホストファイルシステムのセマン
ティクスについて
SFCFS では、Veritas Group Lock Manager（GLM）を使って、各クラスタに UNIX の単
一ホストファイルシステムのセマンティクスを複製します。これは書き込み動作で最も重要
です。UNIX ファイルシステムでは、書き込み動作が原子的であるように見えます。つま
り、あるアプリケーションがファイルに一連のデータを書き込むと、データがファイルシステ
ムによってキャッシュされているがディスクに書き込まれていない場合でも、それ以降にそ
のファイルの同じ領域を読み取るアプリケーションはすべて、書き込まれた新しいデータ
を取り込みます。アプリケーションが整合性のないデータや、前回の書き込み結果の一
部のみを取り込むことは一切できません。
単一ホスト書き込みセマンティクスを複製するために、書き込み元のクラスタノードに関係
なく、システムのキャッシュは整合性を保持し、ノードごとにキャッシュされたデータへのす
べての更新を瞬時に反映する必要があります。GLM はファイルをロックし、クラスタ内の
他のノードがそのファイルを同時に更新できないようにしたり、更新が完了するまでその
ファイルを読み取ることができないようにします。

クラスタファイルシステムでサポートされている Veritas
File System 機能について
Veritas Storage Foundation Cluster File System は Veritas File System（VxFS）を
ベースとしています。
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VxFS ローカルファイルシステムのほとんどの主要機能をクラスタファイルシステムで利用
できます。次の機能が含まれます。
■

最大 1 TB のサイズのファイルをマップするエクステントベースの領域管理

■

インテントログを使ってファイルシステムメタデータの最近の更新を追跡することによる
システムクラッシュからの高速リカバリ

■

ファイルシステムが使用中でもその拡張や断片化解消が可能なオンライン管理

次に示すのは、SFCFS でサポートされている機能とコマンドの一覧です。VxFS のすべ
てのマニュアルページには、Storage Foundation Cluster File System の問題につい
てのセクションがあります。このセクションでは、クラスタマウントされたファイルシステムで
コマンドが機能するかどうかについての情報が記載されています。また、ローカルマウン
トされたファイルシステムの場合との動作の違いを示しています。
『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照してください。

クラスタファイルシステムでサポートされている Veritas File System 機能
SFCFS でサポートされている VxFS の機能とコマンドを表 1-1 にまとめます。
表 1-1

クラスタファイルシステムでサポートされている Veritas File System
機能

機能

説明

Quick I/O for
Databases

SFCFS では、クラスタ化された Oracle Disk Manager（ODM）を使った Quick
I/O for Databases 機能がサポートされます。

Storage
Checkpoints

Storage Checkpoint はクラスタファイルシステムでサポートされますが、他
の Veritas 製品との組み合わせでのみライセンスが交付されます。

スナップショット

スナップショットはクラスタファイルシステムでサポートされます。

クォータ

クォータはクラスタファイルシステムでサポートされます。

NFS マウント

クラスタから NFS ファイルシステムをエクスポートします。分散型の高可用性
の方法で CFS ファイルシステムを NFS エクスポートできます。

ネストマウント

クラスタマウントされたファイルシステム上のディレクトリを、ローカルファイル
システムまたは別のクラスタファイルシステムのマウントポイントとして使うこと
ができます。

凍結と解凍

ファイルシステムの凍結と解凍を必要とする同期操作はクラスタ全体に対し
て行われます。

メモリマッピング

mmap() 関数によって確立される共有メモリマッピングは SFCFS でサポート
されます。
mmap（2）のマニュアルページを参照してください。
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機能

説明

ディスクレイアウト
バージョン

SFCFS はディスクレイアウトバージョン 6 と 7 のみをサポートします。VxFS
ファイルシステムのディスクレイアウトバージョンを確認するには、fstyp -v
special_device コマンドを使います。ディスクレイアウトバージョンを更
新するには vxupgrade コマンドを使います。

ロック

アドバイザリファイルとレコードロックは SFCFS でサポートされます。F_GETLK
コマンドについては、競合ロックを保持しているプロセスがある場合、l_pid
フィールドは競合ロックを保持しているプロセスのプロセス ID を返します。
ノード ID からノード名への変換は、/etc/llthosts ファイルの検証、ま
たは fsclustadm コマンドを使って行うことができます。SFCFS では強制
ロックはサポートされず、従来の fcntl ロックでサポートされていたデッド
ロック検出もサポートされません。
fcntl（2）のマニュアルページを参照してください。

クラスタファイルシステムでサポートされていない Veritas File System 機
能
サポートされていない機能を表 1-2 にまとめます。これらの機能でも、クラスタファイルシ
ステムに対して操作を実行できる場合はありますが、実際の動作は予測できません。
サポートされていない機能を SFCFS で使わないようにしてください。また、マウントしてい
るファイルシステムを、ローカルマウントやクラスタマウントとしてこれらのオプションで置き
換えないようにしてください。
表 1-2

クラスタファイルシステムでサポートされていない Veritas File System
機能

サポートされない コメント
機能
qlog

Quick Log はサポートしていません。

スワップファイル

スワップファイルは、クラスタマウントされたファイルシステムではサポートされ
ません。

mknod

クラスタマウントされたファイルシステムで、mknod コマンドを使ってデバイス
を作成することはできません。

キャッシュアドバイザ キャッシュアドバイザリは個別のファイルシステム上で mount コマンドによっ
リ
て設定されますが、クラスタの他のノードには伝達されません。
Cached Quick I/O

ファイルシステムのキャッシュにデータをキャッシュする、この Quick I/O for
Databases 機能はサポートされていません。
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サポートされない コメント
機能
ファイルアクセス時 クラスタファイルシステムでは atime ファイル属性が厳密に同期されないた
間に依存するコマン め、ファイルアクセス時間の表示がノード間で異なる場合があります。そのた
ド
め、アクセス時間のチェックに依存するユーティリティは確実に機能しない場
合があります。

Storage Foundation Cluster File System のメリットとア
プリケーション
ここでは、SFCFS のメリットとアプリケーションについて説明します。
ここでは、次の内容について説明します。
■

Storage Foundation Cluster File System のしくみ

■

Storage Foundation Cluster File System を使うタイミング

Storage Foundation Cluster File System のしくみ
SFCFS は、以下のようなハードウェアの制限によるシステム管理タスクを単純化またはな
くします。
■

SFCFS の単一ファイルシステムのイメージ管理モデルでは、すべてのファイルシステ
ム管理操作を任意のノードから実行できるようにし、管理が単純化されています。

■

クラスタ内のすべてのサーバーが SFCFS のクラスタ共有ファイルシステムにアクセス
できるため、複数のサーバー間でデータの一貫性が自動的に保たれます。すべての
クラスタノードは同じデータにアクセスでき、すべてのデータは、単一のサーバーファ
イルシステムのセマンティクスを使っているすべてのサーバーからアクセス可能です。

■

すべてのファイルにすべてのサーバーからアクセスできるため、アプリケーションを
サーバーに割り当てることで負荷を分散したり、その他の操作上の必要条件を満たす
ことができます。同様に、データへのアクセスのしやすさによって制約されないことか
ら、フェールオーバーをより柔軟に行うことができます。

■

個々の SFCFS ファイルシステムをクラスタ内の任意のノードにすることができるため、
ファイルシステムをクラスタノード間で均等に分散させることにより、n 個のノードクラス
タでのフェールオーバー時間のうち、ファイルシステムのリカバリに占める時間を n 分
の 1 に短縮できます。

■

エンタープライズ RAID サブシステムのすべての容量がすべてのサーバーによって
マウントでき、ハードウェア再構成の代わりに管理操作を行って容量を割り当てること
ができるため、より効率的に利用できます。
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■

より広範なストライプ化によるボリュームの拡張により、アプリケーション I/O の負荷分
散が改善されます。各サーバーの I/O 負荷がストレージリソース間で分散されるだけ
でなく、SFCFS の共有ファイルシステムを利用することで、すべてのサーバーの負荷
も互いに分散されます。

■

新しいサーバーはボリュームとファイルシステムに関するクラスタ全体の設定をそのま
ま取り入れるため、新しいサーバーのそれぞれに対してストレージ設定を行う必要は
なく、サーバーの追加によるクラスタの拡張が容易になっています。

■

ファイルベースのデータベースのパフォーマンスを RAW パーティションベースのデー
タベースと同等にするクラスタ化 Oracle Disk Manager（ODM）機能を、クラスタ内で
動作中のアプリケーションで利用できます。

Storage Foundation Cluster File System を使うタイミング
SFCFS は、ホームディレクトリ、ブートサーバーファイル、Web ページなどを対象とした
ファイル共有が必要なアプリケーションや、クラスタ対応アプリケーションでの利用に適し
ています。また、大部分が読み取り専用の、データへのアクセスのみが必要な環境でい
つでも使えるスタンバイデータが必要なときや、ファイル共有のために NFS を利用したく
ないときにも SFCFS を利用できます。
SFCFS はほとんどすべてのアプリケーションにとってメリットがあります。「クラスタ対応」で
ないアプリケーションでも、クラスタ内の任意の場所にあるデータにアクセスし、操作でき
るようになります。異なるサーバー上で動作する複数のクラスタアプリケーションが、クラス
タファイルシステム内のデータにアクセスしている場合、別々の下位ボリューム上に 1 つ
のクラスタファイルシステムを置く負荷分散効果によって、システム全体の I/O パフォー
マンスが向上します。この処理は自動的に行われ、調整やその他の管理操作は不要で
す。
多くのアプリケーションは複数の同時実行スレッドで構成され、各スレッドのデータアクセ
スを調整する手段がある場合、それらのスレッドを複数の異なるサーバー上で実行できま
す。SFCFS はこの調整を行います。そのようなアプリケーションをクラスタ対応にし、アプ
リケーションのインスタンスどうしが協調してクライアント負荷とデータアクセス負荷を分散
できるようになり、その結果として単一サーバーの容量を超えた拡張が可能になります。
そのようなアプリケーションでは SFCFS が共有データアクセスを可能にし、クラスタノード
間でのアプリケーションレベルの負荷分散ができるようにします。
SFCFS には以下の機能が用意されています。
■

常に利用可能でなければならない単一ホストアプリケーションの場合、SFCFS は、
サーバーエラー発生後にアプリケーションが再起動できる稼働中のファイルシステム
環境を提供することで、アプリケーションのフェールオーバー時間を短縮できます。

■

分散データベース管理システムや Web サーバーなどの並列アプリケーションの場
合、SFCFS は、共有データをすべてのアプリケーションインスタンスに同時に提供し
ます。また SFCFS は、サーバーの追加によってこれらのアプリケーションを拡張でき
るようにするとともに、サーバーエラー発生時にネットワークアドレスを再割り当てする
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だけで負荷を再分散できるようにすることでアプリケーションの可用性を向上させま
す。
■

ビデオ制作など、非常に大きなファイルをステーション間で受け渡しするワークフロー
アプリケーションの場合、SFCFS によりすべてのステーションからファイルにアクセス
できるようになるため、時間がかかってエラーになりやすいデータコピーは不要になり
ます。

■

バックアップに関しては、SFCFS では別々のサーバーで実行し、クラスタ共有ファイ
ルシステム内のデータにアクセスすることによる操作上の影響を軽減できます。

以下に示すのは、SFCFS と連携した場合にアプリケーションがどのように機能するかの例
です。
■

ファイルサーバーでの Storage Foundation Cluster File System の利用
クラスタ設定で接続された（同じクライアントと同じストレージに接続された）2 台以上
のサーバーが、別々のファイルシステムとして機能します。サーバーのうち 1 台にエ
ラーが発生すると、他のサーバーがエラーを認識し、回復させ、プライマリシップを引
き受け、エラーの発生したサーバーの IP アドレスを使ってクライアントへの応答を開
始します。

■

Web サーバーでの Storage Foundation Cluster File System の利用
Web サーバーのアプリケーションは通常は読み取り専用であるため、Web サーバー
は共有クラスタ化に特に適しています。さらに、クライアント負荷分散フロントエンドを
利用すると、サーバーとサイトのコピーを追加することで Web サーバークラスタの容
量を拡張できます。SFCFS ベースのクラスタにより、このタイプのアプリケーションの拡
張と管理は大幅に単純化されます。
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2
Storage Foundation Cluster
File System のアーキテク
チャ
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Cluster Server のアーキテクチャについて

■

Storage Foundation Cluster File System と Group Lock Manager について

■

Storage Foundation Cluster File System の名前空間

■

非対称マウントについて

■

プライマリとセカンダリ

■

プライマリシップの確認または移動

■

クラスタファイルシステムの時間の同期

■

ファイルシステムの設定

■

並列 fsck スレッドの数の設定

■

Storage Checkpoint について

■

Storage Foundation Cluster File System のバックアップ方法

■

並列 I/O

■

I/O エラー処理ポリシー

■

I/O 障害の回復

■

単一ネットワークリンクと信頼性
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■

スプリットブレインと Jeopardy 処理

■

I/O フェンシングについて

■

Veritas Volume Manager のクラスタ機能について

■

Storage Foundation Cluster File System と Veritas Volume Manager のクラスタ
機能エージェント

■

Veritas Volume Manager のクラスタ機能

Veritas Cluster Server のアーキテクチャについて
GAB（Group Membership and Atomic Broadcast）および LLT（Low Latency
Transport）は、イーサネットデータリンクに直接実装する VCS 固有のプロトコルです。こ
の 2 つは、クラスタ内のノードどうしを接続する冗長データリンク上で実行されます。単一
点障害を回避するために、VCS には冗長クラスタ通信リンクが必要です。
GAB は、クラスタとクラスタアプリケーションにメンバーシップとメッセージサービスを提供
します。また、GAB のメンバーシップにより、クラスタの起動と停止が正しい順序で実行さ
れます。GAB を設定するには、/etc/gabtab ファイルを使います。このファイルは起動
時に GAB によって実行される gabconfig コマンドを含んでいます。たとえば、-n コマン
ドオプションで、クラスタのノード数を指定します。GAB は、SFCFS インストールスクリプト
の実行時に自動的に設定されますが、クラスタにノードを追加する場合は、GAB を再設
定する必要があります。
gabconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。

LLT により、カーネル間の通信が可能になり、ネットワーク通信が監視されま
す。/etc/llthosts および /etc/llttab の各 LLT ファイルを設定して、クラスタ内の
システム ID の構成、複数のクラスタ ID の構成、ハートビートの頻度などのネットワークパ
ラメータのチューニングを実行します。LLT により、クラスタメンバーシップの変化を即座
に反映し、高速な応答が可能になります。
GAB と同様に、LLT は VCS のインストールスクリプトの実行時に自動的に設定されま
す。/etc/llttab および /etc/llthosts ファイルには、インストール時の入力情報に
基づく構成情報が含まれます。クラスタにノードを追加する際に、LLT の再設定が必要に
なる場合があります。
llttab（4）と llthosts（4）の各マニュアルページを参照してください。

詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
SFCFS の各コンポーネントは、GAB メンバーシップポートに登録されます。ポートメンバー
シップは、各コンポーネントに対して、クラスタを構成するノードを識別します。
表 2-1 にポートメンバーシップをまとめます。
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表 2-1

ポートメンバーシップ

ポート

説明

ポート a

ハートビートメンバーシップ

ポート b

I/O フェンシングメンバーシップ

ポート d

Oracle Disk Manager （ODM）メンバーシップ

ポート f

Cluster File System メンバーシップ

ポート h

GAB と高可用性デーモン（HAD）との間の Veritas Cluster Server 通信

ポート v

Cluster Volume Manager メンバーシップ

ポート w

各ノードの Cluster Volume Manager デーモンはこのポートを使って相互
に通信するが、クラスタメンバーシップ情報は GAB（ポート v）経由で受け取
る

Storage Foundation Cluster File System と Group Lock
Manager について
SFCFS では、Veritas Group Lock Manager（GLM）を使って、各クラスタに UNIX の単
一ホストファイルシステムのセマンティクスを複製します。UNIX ファイルシステムでは、書
き込み動作が原子的であるように見えます。つまり、あるアプリケーションがファイルに一
連のデータを書き込むと、データがファイルシステムによってキャッシュされているがディ
スクに書き込まれていない場合でも、それ以降にそのファイルの同じ領域を読み取るアプ
リケーションは、書き込まれた新しいデータを取得することができます。アプリケーションが
整合性のないデータや、前回の書き込み結果の一部のみを取得することはありません。
単一ホスト書き込みセマンティクスを複製するために、ファイルシステムは、更新元のノー
ドに関係なく、システムのキャッシュの整合性を保持し、ノードごとにキャッシュされたデー
タへの更新を瞬時に反映する必要があります。

Storage Foundation Cluster File System の名前空間
マウントポイントの名前は、同じクラスタファイルシステムをマウントするすべてのノードで
同じにする必要があります。この設定は、VCS マウントエージェント（オンライン、オフライ
ンおよび監視）が正しく動作するために必要です。
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非対称マウントについて
mount -o cluster オプション付きでマウントされた VxFS ファイルシステムは、ローカ

ルマウント（非共有マウント）ではなく、クラスタマウント（共有マウント）です。共有モードで
マウントされたファイルシステムはクラスタ環境で VxVM 共有ボリュームに配置される必
要があります。mount -o remount オプションを使用するときは、ローカルマウントを共有
モードで再マウントしたり、共有マウントをローカルモードで再マウントすることはできませ
ん。単一のクラスタ化されたファイルシステムは、異なるノードで異なる読み取りおよび書
き込みオプションでマウントできます。このようなファイルシステムは非対称マウントと呼ば
れます。
非対称マウントは、共有ファイルシステムを異なる読み取りおよび書き込み機能でマウン
トされます。たとえば、クラスタ内の 1 つのノードは読み取りおよび書き込みモードでマウ
ントし、一方で、他のノードは読み取り専用モードでマウントすることができます。
プライマリが「ro」をマウントするとき、これはこのノードもその他のノードもファイルシステム
の書き込みを許可されていないことを意味します。プライマリが「ro」をマウントする場合、
セカンダリは「ro」のみをマウントできます。それ以外の場合、プライマリは「rw」または
「ro,crw」をマウントし、セカンダリは同じ選択肢を持ちます。
クラスタ読み取りおよび書き込み（crw）オプションは、最初にファイルシステムをマウント
するときに非対称マウントを行うことを指定する場合に使います。また、再マウント（mount
-o remount）を実行して、オプションを変更する際に、指定することもできます。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

図 2-1 の最初の列に、プライマリがマウントされるモードを示します。
図 2-1

プライマリマウントとセカンダリマウント

チェックマークは、所定のプライマリモードに対してセカンダリマウントが使用するモードを
示します。
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-o cluster,ro オプションのみを使ってプライマリをマウントすると、セカンダリが異なる

モード（読み取りおよび書き込み）でマウントされることを回避できます。
メモ: rw オプションは、クラスタ全体で読み取りおよび書き込み機能を使う際に指定しま
す。

プライマリとセカンダリ
ファイルシステムクラスタは 1 つのプライマリと 31 個までのセカンダリで構成されます。プ
ライマリとセカンダリの用語は、特定のノード（またはハードウェアプラットフォーム）ではな
く 1 つのファイルシステムに適用されます。同一のクラスタノードを、ある共有ファイルシス
テムではプライマリにし、同時に別の共有ファイルシステムではセカンダリにすることがで
きます。そのようにファイルシステムのプライマリシップを分散させて、クラスタ上の負荷を
分散させる管理方針が推奨されます。
p.59 の 「クラスタ内の負荷分散」 を参照してください。
CVM の場合、単一のクラスタノードがクラスタ内のすべての共有ディスクグループと共有
ボリュームのマスターになります。
p.44 の 「Veritas Volume Manager のクラスタ機能について」 を参照してください。

プライマリシップの確認または移動
クラスタファイルシステムを最初にマウントしたノードはプライマリノードと呼ばれます。その
他のノードはセカンダリノードと呼ばれます。プライマリノードで障害が発生すると、内部
選択処理によって、どのセカンダリをプライマリファイルシステムにするかが決定されます。
プライマリシップを確認するには
■

プライマリシップを確認するには、次のコマンドを入力します。
# fsclustadm -v showprimary mount_point

ノードにプライマリシップを設定するには
■

ノードにプライマリシップを設定するには、ノードで次のコマンドを入力します。
# fsclustadm -v setprimary mount_point

クラスタファイルシステムの時間の同期
SFCFS 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。ノードを同
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期化しないと、i ノードのタイムスタンプ（ctime）とデータ修正時のタイムスタンプ（mtime）
が実際の操作順序と一致しない場合があります。

ファイルシステムの設定
tunefstab ファイルを使用すると、調整可能なパラメータがマウント時に更新されます。

ファイルシステム tunefstab のパラメータは、すべてのノードで同じになるように各クラス
タノードに伝達されます。ファイルシステムがノードにマウントされる場合は、プライマリノー
ドの tunefstab パラメータが使われます。このファイルは各ノードで同じにしておくことを
お勧めします。

並列 fsck スレッドの数の設定
この項では、並列 fsck スレッドの数を設定する方法について説明します。
リカバリ時にアクティブにできる並列 fsck スレッドの数は 4 に設定されていました。たとえ
ば、1 つのノードが 12 のファイルシステムでフェールオーバーした場合は、その 12 の
ファイルシステムのログ再生が同時に完了しなくなります。数が 4 に設定されていたのは、
メモリの少ないシステムでは、多数のファイルシステムの並列再生によってメモリに負荷が
かかりすぎるからです。一方、大きなシステムでは、並列再生プロセスの数を 4 に限定す
る必要はありません。
この値はシステムの利用可能な物理メモリに従って調整されます。
並列 fsck スレッドの数を設定するには
◆

クラスタ内のすべてのノードで、/opt/VRTSvcs/bin/CFSfsckd/CFSfsckd.env
ファイルを編集し、set FSCKD_OPTS="-n N" と設定します。
ここで、N は必要な並列 fsck スレッドの数で、N の値は 4 と 128 の間でなければな
りません。
メモ: 並列 fsck スレッドのデフォルトの数は、ユーザーが上書きしない限り、コンピュー
タのメモリの容量によって決定されます。

Storage Checkpoint について
Veritas File System（VxFS）には、Storage Checkpoint 機能が用意されており、特定
時刻のファイルシステムの永続的なイメージを瞬時に作成できます。Storage Checkpoint
は、コピーオンライト技術を使って最後の Storage Checkpoint またはバックアップの実
行後に変更されたファイルシステムブロックのみを認識および保持することにより、I/O
オーバーヘッドを大幅に低減します。
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Storage Checkpoint は次の機能を提供します。
■

再ブートやクラッシュを通した持続性

■

ファイルシステムのメタデータ、ディレクトリ階層、ユーザーデータの保存による、デー
タの即時書き込み機能

Storage Checkpoint は実際はデータオブジェクトで、ファイルシステムにより管理、制御
されます。Storage Checkpoint は名前を持つデータオブジェクトであり、作成、削除お
よび名前の変更が可能です。
独立した格納領域を必要とするディスクベースのミラー化技術とは異なり、Storage
Checkpoint では、ファイルシステムの同じ空き領域内で Storage Checkpoint を使うこ
とにより、使うディスク領域が最小限に抑えられます。
マウントされたファイルシステムの Storage Checkpoint の作成後でも、Storage
Checkpoint の論理イメージに影響を与えることなく、ファイルシステムのファイルを引き
続き作成、削除および更新できます。Storage Checkpoint では、ファイルシステムの名
前空間（ディレクトリ階層）のみならず、ファイルシステムのイメージが取得された時に存在
するユーザーデータも保存されます。
Storage Checkpoint には、様々な使い方があります。たとえば、次のような使い方があり
ます。
■

テープにバックアップできるファイルシステムの安定したイメージを作成します。

■

エンドユーザー独自のファイルが誤って削除されてもそのファイルをリストアできるよう
に、ファイルシステムのマウント済みオンディスクバックアップを作成します。これは、
特にホームディレクトリ環境、エンジニアリング環境、電子メール環境で便利な機能で
す。

■

パッチをインストールする前に、問題が発生した時にロールバックできるようにアプリ
ケーションのバイナリーコピーを作成します。

■

従来のテープバックアップに加えて、ファイルシステムのオンディスクバックアップの
作成により、高速なバックアップとリストアが行えるようになります。

■

Storage Checkpoint を書き込み可能としてマウントすることにより、現在のプライマリ
ファイルセット内の稼動中のデータを危険にさらすことなくプライマリファイルセットの
ポイントインタイムイメージで新しいソフトウェアをテストします。

Storage Foundation Cluster File System のバックアッ
プ方法
名前空間にアクセスするための API やコマンドが同じであるため、VxFS Standard Edition
で使われているバックアップ方法と同じ方法を SFCFS でも使えます。ファイルシステムの
CheckPoint は、ファイルシステムのオンディスク PITC（point-in-time copy）です。クラ
スタファイルシステムの静止イメージを取得する際は、I/O パターンによって、チェックポ
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イントを作成したファイルシステムの方がパフォーマンス上有効なため、クラスタファイル
システムの静止イメージを取得する際は、ファイルシステムのスナップショットより
CheckPoint を使うことをお勧めします（下記を参照）。
ファイルシステムのスナップショットも、ファイルシステムのオンディスク静止イメージを取
得する方法です。チェックポイント機能とは対照的に、この静止イメージは非永続的です。
スナップショットに読み取り専用モードでマウントされたファイルシステムとしてアクセスす
ると、ファイルシステムのオンラインバックアップを効率よく実行できます。スナップショット
は、スナップファイルシステムでデータブロックが上書きされるとデータブロックを逐次コ
ピーする「コピーオンライト」セマンティクスを実装しています。クラスタファイルシステムの
スナップショットは、クラスタノードから発生する I/O のコピーオンライト機構を拡張します。
バックアップ用にスナップショットファイルシステムをマウントすると、コピーオンライトを実
行し、スナップショットからデータブロックを読み取るためにリソースが使われるため、シス
テム上の負荷が増大します。このような場合、クラスタのスナップショットを使ってオフホス
トバックアップを行うことができます。オフホストバックアップは、プライマリサーバーでの
バックアップアプリケーションによる負荷を軽減します。スナップショット全体のオーバー
ヘッドに比べて、リモートスナップショットからのオーバーヘッドは小さくて済みます。した
がって、比較的負荷の少ないノードからスナップショットをマウントして、バックアップアプ
リケーションを実行すると、クラスタ全体のパフォーマンスに効果があります。
クラスタスナップショットには、次の特性があります。
■

マウントしたクラスタファイルシステムのスナップショットは、クラスタ内の任意のノード
にマウントできます。マウントしたファイルシステムは、プライマリ、セカンダリ、またはセ
カンダリ専用にできます。ファイルシステムの安定したイメージを任意のノードからの
書き込み用に提供できます。
CFS マウントオプションであるセカンダリ専用（seconly）について詳しくは、mount_vxfs
のマニュアルページを参照してください。

■

クラスタファイルシステムの複数のスナップショットを同じクラスタノードまたは異なるク
ラスタノードにマウントできます。

■

スナップショットは、スナップショットをマウントしているノードでのみアクセスできます。
スナップショットデバイスを 2 つのノードに同時にマウントすることはできません。

■

スナップショットをマウントするためのデバイスとしてローカルディスクまたは共有ボ
リュームを使えます。共有ボリュームは、スナップショットマウントによって排他的に使
われ、スナップショットがそのデバイスでマウントされている間は、他のノードから使え
ません。

■

スナップショットをマウントしているノードでは、スナップショットがマウントされている間
はスナップショットを取られたオリジナルのファイルシステムのマウントを解除できませ
ん。

■

SFCFS スナップショットは、スナップショットのマウントが解除された場合、またはスナッ
プショットをマウントしているノードに障害が発生した場合、消失します。ただし、他の
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ノードがクラスタから離れたり、クラスタに参加しても、スナップショットはその影響を受
けません。
■

読み取り専用でマウントされたファイルシステムのスナップショットは作成できません。
クラスタファイルシステムのスナップショットは、クラスタファイルシステムが crw オプショ
ンでマウントされている場合のみ、スナップショットを取得できます。

ファイルシステムの静止イメージの他に、Mirror Split および再結合を使って、共有ボ
リュームでボリュームレベルの静止イメージを使うこともできます。FastResync、Space
Optimized スナップショットなどの機能も使えます。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

並列 I/O
一部の分散アプリケーションは、クラスタ内の 1 つ以上のノードから同じファイルに同時に
読み取りや書き込みを行うことがあります。たとえば、1 つのスレッドがファイルに追加を行
い、同時にいくつかのスレッドがそのファイルの様々な領域から読み取りを行うような分散
アプリケーションがあります。一部の HPC（高性能コンピュータ）アプリケーションにも、利
点として、このように 1 つのファイルに同時に I/O を行う機能があります。並列 I/O を使う
ためにアプリケーションを変更する必要はありません。
従来は、小さな領域への I/O を実行するためにファイル全体をロックしていました。並列
I/O をサポートするために、SFCFS は、I/O の要求に対応するファイル内の領域をロック
します。ロックされる領域の単位はページです。2 つの I/O 要求があり、その少なくとも一
方が書き込み要求で、その I/O 範囲がもう一方の I/O 範囲と重なる場合、それらの I/O
要求は競合します。
並列 I/O の機能により、要求が競合しない限り、複数のスレッドから 1 つのファイルへの
同時 I/O が可能になります。I/O 要求を同時に発行する複数のスレッドは、同じノードで
実行されていても、クラスタ内の異なるノードで実行されていてもかまいません。
メモリ割り当てが必要な I/O 要求を他の I/O 要求と同時に実行することはできません。書
き込み側のファイルが拡張しており、読み取り側がこれより遅れている場合は、拡張部分
に書き込むごとに必ずしもブロックの割り当てが行われないことに注意してください。
ファイルのサイズを事前に決定し、事前にファイルを割り当てて、I/O 時のブロックの割り
当てを回避します。これにより、ファイルに並列 I/O を実行するアプリケーションの同時処
理能力が向上します。また、並列 I/O により、クラスタ全体のキャッシュの整合性を損なわ
ずに、ページキャッシュの無駄なフラッシュや無効な領域ロックの使用も回避します。
複数のノードから 1 つのファイルを更新するアプリケーションに対しては、マウントのオプ
ション -nomtime によって同時処理能力がさらに向上します。クラスタ全体でファイルの
変更と変更時刻が同期されないため、I/O とロックが増えることによるオーバーヘッドはあ
りません。ノードのこれらのファイルに表示されるタイムスタンプは、過去 60 秒間に更新
されていない可能性があります。
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I/O エラー処理ポリシー
I/O エラーは、ファイバーチャネルリンク、ホストバスアダプタ、ディスクの障害などの様々
な原因で発生します。SFCFS は、I/O エラーが発生したノードでファイルシステムを無効
にします。ファイルシステムは、他のノードからは引き続き使えます。
ハードウェアの障害が修正（ファイバーチャネルリンクの再確立など）されたら、ファイルシ
ステムのマウントを強制解除し、マウントリソースを無効のノードからオンラインにしてファ
イルシステムを再起動できます。

I/O 障害の回復
無効になったファイルシステムは、マウントの強制解除によってリストアできます。また、再
ブートしなくてもリソースはオンラインになり、これによって共有ディスクグループのリソー
スもオンラインになります。
メモ: jeopardy 条件が修正されていない場合、それらのクラスタは、その後のノードの障
害でクラスタから切断されやすくなります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

単一ネットワークリンクと信頼性
環境によっては、ネットワーク障害に備えるための冗長性がなくなっても、クラスタ内のノー
ドの接続に単一のプライベートリンクまたはパブリックネットワークを使う方がよい場合があ
ります。ハードウェアのトポロジーが単純で、費用も抑えられる利点はありますが、格段に
可用性が低下します。
このような環境においては、SFCFS により、単一のプライベートリンクを選択できます。つ
まり、パブリックネットワークをプライベートリンクとして使えます（I/O フェンシングが存在す
る場合）。スプリットブレインは、I/O フェンシングを使って処理されます。単一ネットワーク
は、インストール時に選択できます。
p.31 の 「I/O フェンシングによるデータ破損の防止について」 を参照してください。

優先度の低いリンクの設定
LLT は、通常のハートビートチャネルのバックアップとして、優先度の低いリンクを使うよう
に設定できます。優先度の低いリンクは、カスタマのパブリックネットワークや管理用のネッ
トワークで設定されることが普通です。通常、これは、クラスタのプライベートな相互接続
とはまったく異なるネットワークインフラストラクチャになり、1 つの問題によってすべてのリ
ンクが停止する可能性が減少します。優先度の低いリンクは、これだけが最後に残らない
限り、クラスタメンバーシップのトラフィックには使われません。通常の稼動状態で優先度
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の低いリンクは、クラスタメンバーシップおよびリンク状態のメンテナンスのハートビートトラ
フィックのみを伝送します。ハートビートの頻度は、ネットワークのオーバーヘッドを減少さ
せるために 50 % になります。優先度の低いリンクだけがネットワークリンクとして残った場
合、LLT は、すべてのクラスタの状態に関するデータのやり取りも切り替えます。設定済
みのプライベートリンクのいずれかが修復されると、LLT は、クラスタの状態に関するデー
タのやり取りを「優先度の高いリンク」に戻します。
クライアントが接続している間も、LLT リンクを追加または削除できます。GAB や高可用
性デーモン had を終了する必要はありません。
リンクを追加するには
■

リンクを追加するには、以下のコマンドを入力します。
# lltconfig -d device -t device_tag

ここで、device_tag は、後続コマンドで特定のリンクを識別するためのタグで、lltstat
（1M）によって表示されます。
リンクを削除するには
■

リンクを削除するには、以下のコマンドを入力します。
# lltconfig -u device_tag

lltconfig（1M）のマニュアルページを参照してください。

変更はすぐに適用されますが、再ブートすると元に戻ります。再ブート後も変更を有効に
するには、/etc/llttab ファイルを更新する必要があります。
メモ: LLT クライアントは、1 つの LLT のリンクのみが残され、GAB が jeopardy を宣言す
るまで、どのような処理が行われているかを認識しません。

スプリットブレインと Jeopardy 処理
クラスタノード間でクラスタのメンバーシップビューが異なり、データの破損の可能性が増
加した場合は、スプリットブレイン状態になります。I/O フェンシングにより、データ破損の
可能性がなくなります。I/O フェンシングには、SCSI-3 PGR をサポートするディスクが必
要です。

Jeopardy 状態
I/O フェンシングを使わない場合、SFCFS のインストールには 2 つのハートビートリンクが
必要です。単一のハートビート接続に対してノードが停止した場合、SFCFS は、システム
の障害か最終的なネットワーク接続の障害かを区別できなくなります。この状態は
「jeopardy」と呼ばれます。
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SFCFS は jeopardy を検出し、一部のスプリットブレイン状況でのデータ破損を防ぐ方法
で対応します。ただし、データ破損は他の状況で起きる可能性があります。
■

すべてのリンクが同時に切断される。

■

ノードが異常終了し、ハートビートメッセージに応答できなくなった。

このような状況でデータの破損の可能性をなくすには、I/O フェンシングが必要です。I/O
フェンシングを使う場合、jeopardy 状態は、SFCFS スタックによる特別な処理を必要とし
ません。

Jeopardy 処理
SCSI-3 PGR をサポートしないインストールでは、jeopardy 処理によって潜在的なスプ
リットブレイン状態が防止されます。jeopardy 状態の通知に続いていずれかのクラスタ
ノードで障害が発生した場合、障害が発生したノードでマウントされたすべてのクラスタ
ファイルシステムはすべての残りのノードで無効になります。jeopardy 状態の通知の後
で切断の再設定が発生した場合、jeopardy 状態の通知を受信したノードはクラスタから
切断されます。

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。installsfcfs は、SFCFS I/O フェンシングドライ
バ VRTSvxfen 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、SFCFS
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。
『Storage Foundation Cluster File System インストールガイド』を参照してください。
I/O フェンシング技術では、ネットワークを分割する場合、コーディネーションポイントを
使って調停を行います。
コーディネーションポイントとして次のコンポーネントの 1 つまたは両方を使うように I/O
フェンシングを設定できます。
コーディネータディスク

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 フェンシングは単一クラスタでデータ
整合性を保証します。
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コーディネーションポイントサーバー（CP
サーバー）

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。
サーバー型の I/O フェンシングは複数のクラスタで
データ整合性を保証します。

p.31 の 「I/O フェンシングによるデータ破損の防止について」 を参照してください。

I/O フェンシングによるデータ破損の防止について
I/O フェンシングは、クラスタ内で通信障害が発生した場合にデータ破損を防止する機
能です。
クラスタが高可用性を提供するには、ノードの障害時に修正アクションを実行する機能が
必要です。このような場合、SFCFS は変更されたメンバーシップを反映するようにそのコ
ンポーネントを設定します。
ノードの障害を検出する機構が壊れた場合も、ノードに障害が発生したときと同じ現象が
起こるため、問題が発生します。たとえば、2 ノードクラスタ内のシステムにノード障害が
発生した場合は、プライベートインターコネクト上でのハートビートの送信が停止します。
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
相互接続に障害が発生し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。
プライベートネットワークの障害の他にも、このような状況が生じる可能性があります。シス
テムが非常にビジー状態で、応答がないか、または停止しているように見える場合、他の
ノードによりシステムがダウンしたと見なされることもあります。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。
SFCFS 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。I/O フェ
ンシングは、非メンバーからのストレージへのアクセスをブロックします。

SCSI-3 Persistent Reservation について
SCSI-3 PR（SCSI-3 Persistent Reservations）は、I/O フェンシングに必要で、クラスタ
化された SAN 環境における SCSI 予約の使用に関する問題を解決します。SCSI-3 PR
は、1 つのデバイスに複数のノードがアクセスできるようにするのと同時に、その他のノー
ドのアクセスをブロックします。
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SCSI-3 の予約は SCSI バスのリセット後も永続し、ホストからディスクへの複数のパスもサ
ポートします。一方、SCSI-2 の予約では、1 つのパスと 1 つのホストによってのみ使えま
す。データの完全性のためにデバイスへのアクセスをブロックする必要がある場合は、1
つのホストと 1 つのパスのみがアクティブなまま残ります。複数のノードが制御された状態
でストレージに読み書きする大規模クラスタでは、SCSI-II の予約では不十分です。
SCSI-3 PR は、登録と予約の概念を使います。各システムは、SCSI-3 デバイスにキーを
登録します。キーを登録する複数のシステムはメンバーシップを形成し、予約（通常は
WERO（Write Exclusive Registrants Only）と設定）を確立します。WERO 設定は、登
録されたシステムだけが書き込み操作を実行できるようにします。特定のディスクに対し
て存在する予約は 1 つだけですが、登録は多数可能です。
SCSI-3 PR テクノロジを使うことにより、デバイスから登録を削除するだけで、簡単に書き
込みアクセスをブロックできます。登録されたメンバーのみが別のメンバーの登録を解除
できます。別のメンバーの登録を解除しようとするメンバーは、［獲得と中止（preempt and
abort）］コマンドを発行します。ノード登録の解除は不可分であり、原子的なものです。登
録を解除されたノードは別のノードの登録を解除することはできません。SFCFS では、1
つのノードは、デバイスのすべてのパスに対して同じキーを登録します。一度、［獲得と中
止（preempt and abort）］コマンドを実行すると、ストレージデバイスのすべてのパスから
1 つのノードを解除します。

I/O フェンシングの操作について
カーネルベースのフェンシングモジュール（vxfen）によって提供される I/O フェンシング
は、ノードの障害と通信障害の発生時に同じように実行されます。ノード上のフェンシン
グモジュールは、GAB モジュールからクラスタメンバーシップの変更を通知されると、ただ
ちにフェンシング操作を開始します。そのノードは、「獲得と中止（preempt and abort）」
コマンドを使って、停止したノードの登録キーをコーディネータディスクから削除しようとし
ます。切断されたノードをコーディネータディスクから解除することに成功すると、ノード
は、停止したノードの登録をデータディスクから解除します。スプリットブレインの状況で
行われる場合は、スプリットブレインが発生した各ノードがコーディネータディスクの制御
の取得をめぐって競合します。コーディネータディスクの定足数を取得した側が勝者にな
り、敗者に対するフェンシングを実行します。敗者は、パニックした後、システムを再起動
します。

I/O フェンシングのコンポーネントについて
SFCFS 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。SFCFS には、次の 2 種類の共有スト
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.33 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。
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p.33 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、データストレージに使われる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）のいずれかです。これらのディスクは SCSI-3 PR をサポー
トしている必要があり、標準の VxVM または CVM ディスクグループの一部です。
CVM はディスクグループ単位でデータディスクへのアクセスをブロックします。ディスクグ
ループに追加されるディスクと、デバイスの追加によって検出される新しいパスは、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。データディ
スクをフェンシングするコーディネーションポイントの制御をめぐって競合するということが、
フェンシングでスプリットブレインを防止する方法を理解するために重要です。
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。通常、クラスタに 3 つのコーディネーションポイントがなければなりません。
■

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。SFCFS 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。
コーディネータディスクは、Veritas Volume Manager の DMP（Dynamic
Multipathing）機能を使用するように設定できます。DMP（Dynamic Multipathing）
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。そのため、DMP デバイス
と基本となる RAW 文字型デバイスのどちらを使うかを I/O フェンシングに設定するこ
とができます。I/O フェンシングは、使用するディスクデバイスに応じて RAW と DMP
のどちらかに設定される SCSI-3 ディスクポリシーを使用します。このディスクポリシー
はデフォルトでは DMP です。
『Veritas Volume Manager 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 SFCFS 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。
■

データドライブにアクセスできるアクティブ SFCFS クラスタのメンバーになるための
自己登録（CP サーバーで登録される）
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■

他のどのノードがこのアクティブ SFCFS クラスタのメンバーとして登録されている
かの確認

■

このアクティブ SFCFS クラスタからの自己登録解除

このアクティブ SFCFS クラスタのメンバーとしての他のノードの登録の強制的解除
（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 サーバーにより、フェンシングアービトレーションのロジックはまだ SFCFS ク
ラスタに残ります。
異なるオペレーティングシステムを実行する複数の SFCFS クラスタは同時に 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 SFCFS クラスタの
間で使用されます。

I/O フェンシングの設定ファイルについて
表 2-2 に、I/O フェンシングの設定ファイルのリストを示します。
表 2-2

I/O フェンシングの設定ファイル

ファイル

説明

/etc/vxfendg

このファイルはコーディネータディスクグループの情報を含んでいます。
このファイルはサーバー型のフェンシングには該当しません。
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ファイル

説明

/etc/vxfenmode

このファイルは次のパラメータを含んでいます。
■

vxfen_mode
■ scsi3 - ディスク型のフェンシング用
■

cusomized - サーバー型のフェンシング用

■

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実行しない

vxfen_mechanism
このパラメータはサーバー型のフェンシングにのみ該当します。値を cps として設定します。
■ scsi3_disk_policy
■ dmp - DMP デバイスを使用するように vxfen 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 デバイスを使用する場合は、ディスクポ
リシーを dmp として設定する必要があります。
■ raw - 基盤となる RAW キャラクタデバイスを使用するように vxfen を設定します。
■

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。
■

セキュリティ
このパラメータはサーバー型のフェンシングにのみ該当します。
1 - Symantec Product Authentication Service が CP サーバー通信のために使われることを示し
ます。この設定がデフォルト値です。
0 - CP サーバーとの通信が非セキュアのモードであることを示します。

メモ: CP サーバーと Storage Foundation Cluster File System HAクラスタのセキュリティ設定は
同じでなければなりません。
■

コーディネーションポイントのリスト
このリストは、サーバー型のフェンシング設定にのみ必要です。
サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントには両方のコーディネータディスク、CP サー
バー、または両方の組合せを含めることができます。コーディネータディスクを使用する場合は、コー
ディネータディスクの名前で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を指定する方法の詳しい説明についてはサンプルファイル
/etc/vxfen.d/vxfenmode_cps を参照してください。
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ファイル

説明

/etc/vxfentab

I/O フェンシングが開始するとき、vxfen の起動スクリプトは各ノードにこの /etc/vxfentab ファイルを作
成します。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。システムが再ブートされると必ず、フェンシングドライバがすべてのコーディネータポイントの最新リス
トを使用して vxfentab ファイルを再初期化します。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルなので、変更しないでください。
ディスク型の I/O フェンシングの場合、各ノードの /etc/vxfentab ファイルは各コーディネータディスク
へのすべてのパスのリストを含んでいます。あるノードのディスク型のフェンシング設定での /etc/vxfentab
ファイルの例を以下に示します。
■

RAW ディスク:
/dev/rdsk/c1t1d0s2
/dev/rdsk/c2t1d0s2
/dev/rdsk/c3t1d2s2

■

DMP ディスク:
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2

サーバー型のフェンシングの場合、/etc/vxfentab ファイルはセキュリティ設定情報も含みます。

各種のイベントシナリオにおけるディスク型の I/O フェンシングの動作
表 2-3 に、障害イベントの各種シナリオで、データの破損を回避するために I/O フェンシ
ングがどのように動作するかを示します。イベントごとに、オペレータの対処方法を確認し
ます。
表 2-3
イベント

I/O フェンシングのシナリオ
ノード A の動作

両方のプライベートネッ ノード A は、コーディ
トワークで障害が発生。 ネータディスクの定足
数を獲得しようとしま
す。
ノード A は、コーディ
ネータディスクの競合
に勝利すると、ノード B
を共有ディスクの登録
から除外して処理を続
行します。

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は、コーディ
ネータディスクの定足
数を獲得しようとしま
す。

ノード B がクラスタから
切り離されたら、ノード
B を復帰させる前にプ
ライベートネットワークを
修復します。

ノード B は、コーディ
ネータディスクの競合
に敗退すると、パニック
になり、クラスタから自
分自身を削除します。
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イベント

ノード A の動作

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

上記イベント後に、両 ノード A は処理を続行
方のプライベートネット します。
ワークが再び正常に動
作する。

ノード B はクラッシュし プライベートネットワー
ています。単に再起動 クが復元されたらノード
しただけでは、ノード B B を再起動する。
はデータディスクに書き
込めないため、データ
ベースを起動できませ
ん。

一方のプライベートネッ ノード A は、I/O フェン
トワークでエラーが発生 スのエラーメッセージを
する。
コンソールに表示し、処
理を続行します。

ノード B は IOFENCE
に関するメッセージをコ
ンソールに表示する
が、動作を続ける。

ノード A がハングする。 ノード A は、何らかの
理由で異常なビジー状
態になっているか、
カーネルデバッガに制
御されています。

ノード B はノード A との プライベートネットワー
ハートビートを失い、
クの機能を確認し、ノー
コーディネータディスク ド A を再起動する。
の定足数を獲得しようと
します。

ノード A がハング状態
またはカーネルデバッ
ガの制御から解放され
ると、キューイングされ
ていたデータディスクへ
の書き込みは、ノード
A の登録が解除されて
いるため失敗します。
ノード A は、削除され
ていることに関するメッ
セージを GAB から受け
取ると、パニックになり、
自身をクラスタから削除
します。

ノード B はコーディ
ネータディスクの競合
に勝利すると、ノード A
の登録を共有ディスク
から解除します。

プライベートネットワー
クを修復します。ネット
ワークの修復後に、両
方のノードは修復した
ネットワークを自動的に
使います。
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イベント

ノード A の動作

ノード A、ノード B の電
源およびプライベート
ネットワークが遮断され
る。コーディネータディ
スクおよびデータディス
クの電源は維持され
る。

ノード A は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
B がコーディネータディ
スクに登録されているこ
とを検出する。プライ
ベートネットワークがダ
ウンしているため、ドラ
ノードに電源が戻り再
イバはノード B がクラス
起動されるが、プライ
タのメンバーとして一覧
ベートネットワークは依
表示されていることを認
然として電源がオフに
識しません。このため、
なっている。
I/O フェンシングデバイ
スドライバはノード A が
クラスタに参加すること
を拒否します。ノード A
のコンソールは次の内
容を表示します。
Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、I/O フェンシングド
ライバ（vxfen）はノード
A がコーディネータディ
スクに登録されているこ
とを検出する。プライ
ベートネットワークがダ
ウンしているため、ドラ
イバはノード A がクラス
タのメンバーとして一覧
表示されていることを認
識しません。このため、
I/O フェンシングデバイ
スドライバはノード B が
クラスタに参加すること
を拒否します。ノード B
のコンソールは次の内
容を表示します。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.

p.178 の 「システムパ
ニックによって潜在的な
データ破損が防止され
る」 を参照してくださ
い。
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イベント

ノード A の動作

ノード B がダウンしてい ノード A はクラッシュし
る間にノード A がクラッ ています。
シュする。ノード B は再
起動されるが、ノード A
は停止したままである。

ノード B の動作

オペレータのアクショ
ン

ノード B は再起動さ
れ、ノード A がコーディ
ネータディスクに登録さ
れていることを検出す
る。ドライバは、ノード A
がクラスタのメンバーと
して一覧表示されてい
ることを認識しません。
I/O フェンシングデバイ
スドライバはコンソール
に次のメッセージを表
示します。

すでに発生しているス
プリットブレイン状態を
解決する。
p.178 の 「システムパ
ニックによって潜在的な
データ破損が防止され
る」 を参照してくださ
い。

Potentially a
preexisting
split brain.
Dropping out
of the cluster.
Refer to the
user
documentation
for steps
required
to clear
preexisting
split brain.
3 つのコーディネータ
ディスクのうちの 2 つを
含むディスクアレイの電
源が遮断される。

ノード A は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ない限り動作を続行し
ます。

ノード B はクラスタから
切り離され、ディスクア
レイは電源が切れたま
まである。

ノード A は、コーディ
ネータディスクの定足
数を獲得しようとしま
す。3 つのコーディネー
タディスクのうち 1 つし
か使えないため、ノード
A は定足数の確保に失
敗します。ノード A は、
パニックになり、クラスタ
から自身を削除しま
す。

ノード B は、クラスタか
ら切り離されるノードが
ない限り動作を続行し
ます。

失敗したディスクアレイ
の電源を入れ、I/O フェ
ンシングドライバを再起
動して、ノード A をすべ
てのコーディネータディ
ノード B はクラスタから
スクに登録できるように
切り離されます。
します。
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SFCFS クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について
データセンターでは、SFCFS クラスタと CP サーバーの間の TCP/IP 通信をセキュリティ
で保護する必要があります。通信チャネルのセキュリティには、暗号化、認証、および認
可が含まれます。
CP サーバーノードまたはクラスタは、それをコーディネーションポイントとして通信する
SFCFS クラスタノードの信頼性を確認し、既知の SFCFS クラスタノードからの要求のみを
受け入れる必要があります。不明なクライアントからの要求は非認証として拒否されます。
同様に、SFCFS クラスタのフェンシングフレームワークは、認証済みのユーザーが CP
サーバーのフェンシング操作を行なっていることを確認する必要があります。
CP サーバーの暗号化と認証サービスは Symantec™ Product Authentication Service
によって提供されます。Symantec™ Product Authentication Service を有効にするた
めに、VRTSat のパッケージが VCS の製品のインストールの一部として SFCFS クラスタ
および CP サーバーにインストールされます。
図 2-2 は SFCFS クラスタと CP サーバー間のセキュア通信の概念図です。認証ブロー
カーは、CP サーバーおよびユーザーまたはサービスなどのクライアントを認証する各
SFCFS クラスタノードで設定され、クライアントに製品クレデンシャルを許可します。
CP サーバーおよび SFCFS クラスタと認証ブローカーおよびルートブ
ローカー

図 2-2

サーバー認証
ブローカー

ルート
ブローカー

クライアント 1
認証ブローカー

クライアント 2
認証ブローカー

クライアントの
クラスタ ...
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認証が行われるエンティティはプリンシパルと呼ばれます。SFCFS クラスタノードで、現在
の VCS インストーラはクラスタの各ノードの認証サーバークレデンシャルを作成し、VCS
ユーザーの Web クレデンシャルを作成し、次にルートブローカーとの信頼を設定します。
認証ブローカーの VCS サービスグループも作成します。次にインストーラは、セキュア
モードでの VCS の起動に進みます。
通常、セキュリティが設定された既存の VCS クラスタでは、ルートブローカーがすでに設
定され、認証ブローカーが各クラスタノードで動作しています。

CP サーバーと SFCFS クラスタ間のセキュア通信がどのように働く
か
CP サーバーと SFCFS クラスタノードの通信は次のエンティティを含みます。
■

CP サーバー用の vxcpserv

■

SFCFS クラスタノード用の cpsadm

図 2-3 は、CP サーバーおよび SFCFS クラスタでセキュリティが有効になっているエンド
ツーエンド通信の概念図です。
CP サーバーおよび SFCFS クラスタでセキュリティが有効になってい
るエンドツーエンド通信のフロー

図 2-3

CP サーバー
(vxcpserv)

認証
ブローカー

ルート
ブローカー

CP クライアント
(cpsadm)

クライアントの
クラスタノード

認証
ブローカー
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セキュリティが設定されている CP サーバーと SFCFS クラスタノード間の通信フローは次
のとおりりです。
■

初期設定:
CP サーバーおよび SFCFS クラスタノードで設定されている認証ブローカーの ID は
ルートブローカーの認証プライベートドメインのリポジトリで設定されます。
メモ: CP サーバーと SFCFS クラスタノードで設定されている認証ブローカーが同じ
ルートブローカーを使用しない場合、ルートブローカー間または認証ブローカー間で
信頼を確立して、vxcpserv プロセスが SFCFS クラスタノードからの要求を認証できる
ようにする必要があります。
cpsadm コマンドは環境変数 CPS_USERNAME、CPS_DOMAINTYPE からユーザー

名、ドメインタイプを取得します。ユーザーは cpsadm のコマンドを手動で実行する前
にこれらの変数をエクスポートするよう求められます。カスタマイズされたフェンシング
フレームワークは cpsadm のコマンドを実行する前にこれらの環境変数を内部でエク
スポートします。
CP サーバプロセス（vxcpserv）はサーバーの起動時にローカル認証ブローカーに追
加される自身のユーザー（_CPS_SERVER_）を使います。
■

認証ブローカーからのクレデンシャルの取得:
cpsadm コマンドはローカルノードで実行している認証ブローカーから既存のクレデ
ンシャルを取得しようとします。これが失敗した場合は、ローカル認証ブローカーで自
身を認証しようとします。
vxcpserv プロセスはローカルノードで実行している認証ブローカーから既存のクレデ
ンシャルを取得しようとします。これが失敗した場合は、ローカル認証ブローカーで自
身を認証しようとして、自身でプリンシパルを作成します。

■

CP サーバーと SFCFS クラスタノード間の通信:
クレデンシャルの確立後 CP サーバーが起動されると、クライアントからデータを受信
できるようになります。ローカル認証ブローカーで認証されると、cpsadm は CP サー
バーに接続します。データは CP サーバーに渡されます。

■

検証:
特定の SFCFS クラスタノードからデータを受信すると、vxcpserv はローカル認証ブ
ローカーに問い合わせてクレデンシャルを検証します。検証が失敗した場合、接続要
求データは拒否されます。

CP サーバーと SFCFS クラスタのセキュリティ設定の詳細
この項では CP サーバーと SFCFS クラスタのセキュリティ設定の詳細を説明します。
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セキュアモードの設定
セキュリティが CP サーバーと SFCFS クラスタ間の通信のために設定されている場合、設
定は次のとおりです。
■

CP サーバーの設定:
ユーザーは次の値を用いて CP サーバーの起動中にローカル認証ブローカーで作
成されます。
username: _CPS_SERVER_
domainname: _CPS_SERVER_DOMAIN@FQHN
domaintype: vx
このコマンドについての説明は、次のとおりです。 FQHN はクライアントノードの完全
修飾のホスト名です。
CP サーバーで次のコマンドを使って確認できます。
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred

メモ: CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）は security=0 を指定する行を
含みません。security パラメータを指定する行がない、または security=1 を指定す
る行がある場合、CP サーバーのセキュリティは有効（デフォルト値です）になります。

■

SFCFS クラスタノードの設定:
SFCFS クラスタで、ユーザーは次の値を用いて VCS のセキュリティ設定時にローカ
ル認証ブローカーの各クラスタノードに対して作成されます。
username: _HA_VCS_hostname
domainname: HA_SERVICES@FQHN
domaintype: vx
このコマンドについての説明は、次のとおりです。 FQHN はクライアントノードの完全
修飾のホスト名です。
SFCFS クラスタノードで次のコマンドを使って確認できます。
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred

上述のユーザーは以下の通信の認証にのみ使用されることに注意してください。
■

CP サーバーとそのサーバー上で設定されている認証ブローカー

■

SFCFS クラスタノードとそれらのノードで設定されている認証ブローカー

CP サーバーの認可では、セキュリティが設定されている場合、次のユーザーが SFCFS
クラスタ上の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作成および使用され
ます。
_HA_VCS_hostname@HA_SERVICES@FQHN
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この設定についての説明は、次のとおりです。 hostname は修飾なしのクライアントノー
ド名です。 FQHN はクライアントノードの完全修飾のホスト名です。
各 SFCFS クラスタノードで、SFCFS クラスタノードでのフェンシングを開始する前にこの
ユーザーが CP サーバーデータベースに登録される必要があります。これは次のコマン
ドを発行することによって確認できます。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

コマンドと出力の例を次に示します。
Username/Domain Type
Cluster Name / UUID
Role
_HA_VCS_galaxy@HA_SERVICES@galaxy.symantec.com/vx cluster1/ {f0735332-e3709c1c73b9} Operator

メモ: 各クライアントのノードの設定ファイル（/etc/vxfenmode）は security=0 を指定す
る行を含みません。security パラメータを指定する行がない、または security=1 を指定
する行がある場合、クライアントノードはセキュリティが有効な状態（デフォルト値です）で
起動します。

非セキュアモードの設定
非セキュアモードでは、組み込みの認可のみが CP サーバーでパスワードを要求せずに
提供されます。認証と暗号化は提供されません。「vx」ドメインタイプの
「cpsclient@hostname」のユーザークレデンシャルは、CP サーバーまたは SFCFS クラ
スタノード間の通信の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使われます。
各 SFCFS クラスタノードで、SFCFS クラスタノードでのフェンシングを開始する前にこの
ユーザーが CP サーバーデータベースに追加される必要があります。ユーザーは次のコ
マンドを発行することによって確認できます。
# cpsadm -s cpserver -a list_users

コマンドと出力の例を次に示します。
Username/Domain Type
cpsclient@galaxy/vx

Cluster Name / UUID
cluster1 / {f0735332-e3709c1c73b9}

Role
Operator

メモ: 非セキュアモードで、CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）は security=0
を指定する行を含むはずです。同様に、各 SFCFS クラスタノードでは、設定ファイル
（/etc/vxfenmode）は security=0 を指定する行を含むはずです。

Veritas Volume Manager のクラスタ機能について
Veritas Volume Manager のクラスタ機能（CVM）を利用すると、クラスタ内の最大 32 個
のノードが VxVM 制御下のディスク（VM ディスク）の集合に同時にアクセスし、管理でき
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るようになります。各ノード上でディスク構成と任意の変更の同じ論理表示を利用できま
す。クラスタ機能が有効なとき、すべてのクラスタノードが VxVM オブジェクトを共有でき
ます。ミラー化、高速ミラー再同期、DRL （Dirty Region Logging）など、基本ボリューム
マネージャによって提供される機能もクラスタ環境でサポートされます。
クラスタ機能を実装するために、VxVM はホストのオペレーティングシステムまたは VCS
によって提供されるクラスタモニタデーモンと連携します。クラスタモニタは、クラスタメン
バーシップの変更を VxVM に通知します。VxVM の各ノードは独自に起動し、クラスタ
モニタと OS のコピーおよび CVM をそれぞれ独自に備えています。あるノードをクラスタ
に結合すると、そのノードは共有ディスクにアクセスできるようになります。クラスタから切り
離されたノードは、それ以降共有ディスクにアクセスできなくなります。クラスタモニタをノー
ド上で起動すると、そのノードはクラスタに参加します。
メモ: 共有ディスクで RAID 5 ボリュームはサポートされていません。
図 2-4 は、類似した、または同じハードウェア特性（CPU、RAM、ホストアダプタ）を持ち、
同一のソフトウェア（オペレーティングシステムを含む）で設定された 4 つのノードで構成
される単純なクラスタ配置の例です。
ノードはプライベートネットワークで互いに接続され、ファイバーチャネル経由で共有外部
ストレージ（ディスクアレイまたは JBOD（just a bunch of disks））とも個別に接続されま
す。各ノードはこれらのディスク（1 つ以上のクラスタ共有ディスクグループで構成される）
への 2 つの独立したパスを持ちます。
プライベートネットワークにより、ノードはシステムリソースと互いの状態についての情報を
共有できます。プライベートネットワークを使って、すべてのノードが現在アクティブなノー
ド、クラスタに参加しているノード、クラスタから切り離されているノード、障害が発生してい
るノードを認識できます。プライベートネットワークは、チャネルの 1 つで障害が発生した
場合に備えた冗長性を確保するために、少なくとも 2 つの通信チャネルを必要とします。
1 つのチャネルのみが使われていた場合、その障害はノードの障害と区別が付きません。
これは「ネットワーク分割」として知られる状況です。
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図 2-4

4 ノードクラスタの例
冗長性のあるプライベートネットワーク

Node 0
(master)

Node 1
(slave)

Node 2
(slave)

Node 3
(slave)

冗長ファイバーチャ
ネル接続
クラスタ共有ディスク
グループ
クラスタ共有ディスクグループ

クラスタモニタにとって、すべてのノードが等価です。共有ディスクグループ内に設定され
た VxVM オブジェクトは、潜在的に、クラスタに参加しているすべてのノードからアクセス
される可能性があります。ただし、VxVM のクラスタ機能では、ノードの 1 つがマスター
ノードとして機能し、クラスタ内の他のノードすべてがスレーブノードとして機能するメン
バーシップが要求されます。任意のノードがマスターノードとして VxVM の特定の動作
の調整役を担うことができます。
メモ: VxVM オブジェクトを設定または再設定するコマンドは、マスターノード上で実行す
る必要があります。マスターノードから開始する必要がある作業には、共有ディスクグルー
プの設定、ボリュームの作成と再設定などがあります。
VxVM は、クラスタに最初に参加したノードがマスターノードとして機能する仕様です。マ
スターノードがクラスタから切断されると、スレーブノードの 1 つが新しいマスターに選択
されます。前述の例では、ノード 0 がマスターノード、ノード 1、2 および 3 がスレーブノー
ドです。

共有ディスクグループの概要
ここでは、共有ディスクグループの概要を取り上げます。
ここでは、次の内容について説明します。
■

専有および共有ディスクグループ
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■

共有ディスクグループのアクティブ化モード

■

共有ディスクグループの接続性ポリシー

■

共有ディスクグループの制限

専有および共有ディスクグループ
表 2-4 にディスクグループのタイプをまとめます。
表 2-4

ディスクグループのタイプ

ディスクグループ 説明
専用

1 つのノードだけに属します。専用ディスクグループのインポートは、1 つの
システムでのみ行われます。専用ディスクグループ内のディスクには、物理
的には 1 つ以上のシステムからアクセスできますが、インポートは 1 つのシ
ステムに制限されます。ルートディスクグループは、常に、専用ディスクグルー
プです。

共有

すべてのノードが共有します。共有（またはクラスタ共有）ディスクグループ
は、すべてのクラスタノードにインポートされます。共有ディスクグループ内
のディスクは、クラスタに参加可能なすべてのシステムから、物理的にアクセ
スできる必要があります。

クラスタでは、大多数のディスクグループが共有されます。共有ディスクグループ内のディ
スクは、クラスタ内のすべてのノードからアクセスでき、複数のクラスタノード上のアプリケー
ションが同じディスクに同時にアクセスすることもできます。共有ディスクグループ内のボ
リュームは、ライセンスおよびディスクグループアクティブ化モードによる制約の範囲内で、
クラスタ内の複数のノードから同時にアクセスできます。
vxdg コマンドを使って、ディスクグループをクラスタ共有に設定することができます。ディ

スクグループを 1 つのノードに対してクラスタ共有としてインポートすると、各ディスクヘッ
ダーにはクラスタ ID が設定されます。各ノードを順次クラスタに参加していくと、ディスク
グループをクラスタ共有であると認識しインポートします。共有ディスクのインポートまたは
デポートを随時実行できます。この操作は、すべてのノードに対して分散方式で実行され
ます。
各物理ディスクは、一意のディスク ID でマークされます。マスターノード上で VxVM のク
ラスタ機能を起動すると、マスターノードはすべての共有ディスクグループを
（noautoimport 属性セットが設定されている場合を除き）インポートします。スレーブノー
ドがクラスタへの参加を試みると、マスターノードはインポートされているディスク ID の一
覧をスレーブノードに送信し、スレーブノードはそのすべてにアクセスできるかをチェック
します。スレーブノードからアクセスできないディスクがある場合には、クラスタへの参加は
中断されます。一覧内のディスクすべてにアクセスできる場合には、スレーブノードは、マ
スターノードと同じ共有ディスクグループをインポートして、クラスタに参加します。ノード
がクラスタから切断されると、そのノードにインポートされていた共有ディスクグループは
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すべてデポートされますが、それらのディスクグループは残りのノードからはデポートされ
ません。
共有ディスクグループの再設定は、すべてのノードで協調して実行されます。ディスクグ
ループの設定の変更は、すべてのノード上で同時に実行され、各ノード上の変更は同一
になります。これらの変更には原子的な性質があります。これは、この変更がすべてのノー
ド上で同時に発生するか、あるいはまったく発生しないかのどちらかであることを意味しま
す。
クラスタのすべてのメンバーがクラスタ共有ディスクグループに対して同時読み書きアク
セス権限を持つかどうかは、アクティブ化モード設定によって異なります。
クラスタ共有ディスクグループに含まれているデータは、クラスタ内のノードが少なくとも 1
つアクティブになっていれば利用できます。あるクラスタノードの障害が、残りのアクティブ
ノードのアクセスに影響を与えることはありません。どのノードからアクセスしても、クラスタ
共有ディスクグループの設定は同一に見えます。
メモ: 各ノード上で稼動しているアプリケーションは、同時に VM ディスク上のデータにア
クセスできます。VxVM は、複数のノードによる共有ボリュームへの同時書き込みに対す
る保護を行いません。アプリケーション側で（たとえば Veritas Storage Foundation
Cluster File System や Distributed Lock Manager（DLM）を使って）整合性を管理す
ることが前提となっています。

共有ディスクグループのアクティブ化モード
共有ディスクグループのアクティブ化は、ノード上のアプリケーションからの I/O に、この
ディスクグループへのアクセスを許可するため、そのノード上で実行する必要があります。
アプリケーションがボリュームに対して読み取りや書き込みができるかどうかは、共有ディ
スクグループのアクティブ化モードで指示されます。共有ディスクグループの有効なアク
ティブ化モードには、exclusivewrite（排他書き込み）、readonly（読み取り専用）、
sharedread（共有読み取り）、sharedwrite（共有書き込み）、および off（非アクティブ
化）があります。
高可用性（HA）アプリケーションやオフホストバックアップなどのクラスタの特殊な用途で
は、ディスクグループのアクティブ化を使って、クラスタ内の個別のノードからのボリューム
アクセスを明示的に制御できます。
表 2-5 に共有ディスクグループのアクティブ化モードをまとめます。
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表 2-5
アクティブ化モー
ド

共有ディスクグループのアクティブ化モード
説明

exclusivewrite ノードはディスクグループに対する排他書き込みのアクセス権を持ちます。
書き込みアクセスを実行するためにディスクグループをアクティブ化できる他
（ew）
のノードはありません。
readonly（ro）

ノードはディスクグループに対する読み取りのアクセス権を持ち、クラスタ内
の他のすべてのノードの書き込みアクセスを拒否します。ノードはディスクグ
ループに対する書き込みのアクセス権は持ちません。書き込みモードのい
ずれかを他のノード上で実行するためにディスクグループのアクティブ化を
試みると失敗します。

sharedread（sr） ノードはディスクグループに対する読み取りのアクセス権を持ちます。ノード
はディスクグループに対する書き込みのアクセス権は持ちませんが、他の
ノードは書き込みアクセスを取得できます。
sharedwrite
（sw）

ノードはディスクグループに対する書き込みのアクセス権を持ちます。

off

ノードはディスクグループに対する読み取りと書き込みのいずれのアクセス
権も持ちません。ディスクグループに対するクエリー操作は許可されます。

表 2-6 に、共有ディスクグループのアクティブ化モードの対応関係の概略を示します。
表 2-6

アクティブ化モードの対応関係

クラスタでのディ exclusive-write readonly
スクグループのア
クティブ化モード

sharedread

sharedwrite

exclusivewrite

失敗する

失敗する

成功する

失敗する

readonly

失敗する

成功する

成功する

失敗する

sharedread

成功する

成功する

成功する

成功する

sharedwrite

失敗する

失敗する

成功する

成功する

アクティブ化モードをユーザーの制御下に置くには
■

次の行が含まれているファイル /etc/default/vxdg を作成します。
enable_activation=true
default_activation_mode=activation-mode
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activation-mode は、exclusivewrite（排他書き込み）、readonly（読み取り専用）、
sharedread（共有読み取り）、sharedwrite（共有書き込み）、off（非アクティブ化）のいず

れかです。
共有ディスクグループが作成またはインポートされると、指定したモードにアクティブにさ
れます。ノードがクラスタに参加すると、そのノードからアクセス可能なすべての共有ディ
スクグループが、指定したモードでアクティブにされます。
ディスクグループのアクティブ化モードは、クラスタ内の各ノードからのボリューム I/O を
制御します。指定されたノードのディスクグループが、クラスタ内の別のノード上で競合す
るモードでアクティブにされている場合、そのディスクグループをアクティブにできません。
デフォルトファイルを使ってアクティブ化を有効にする場合、そのファイルをクラスタ内の
すべてのノードで同じにすることをお勧めします。そうしないと、アクティブ化の結果が予
測不能になります。
メモ: vxconfigd デーモンがすでに稼動しているときに /etc/default/vxdg ファイルを
編集する場合は、ファイルへの変更を有効にするために、vxconfigd プロセスを再起動
する必要があります。
デフォルトのアクティブ化モードが off 以外のディスクグループに対して、クラスタ内の別
のノードが競合するモードでアクティブにすると、クラスタへの参加、またはディスクグルー
プの作成やインポートに続いて行われるアクティブ化の適用に失敗することがあります。
共有ディスクグループのアクティブ化モードを表示するには、vxdg list コマンドを使い
ます。
また、vxdg コマンドを使って、共有ディスクグループのアクティブ化モードを変更すること
もできます。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

共有ディスクグループの接続性ポリシー
クラスタ内の各ノードは、ディスクの状態に関して常に合意している必要があります。特
に、1 つのノードが指定したディスクに書き込めない場合、書き込み操作の結果が呼び
出し元に返される前に、すべてのノードがそのディスクへのアクセスを停止する必要があ
ります。このため、あるノードがディスクにコンタクトできない場合は、別のノードにコンタク
トしてディスクの状態をチェックします。ディスクに障害が発生している場合、そのディスク
にはどのノードからもアクセスできないためノード間で合意が成立し、ディスクを切断でき
るようになります。ディスクではなく、いくつかのノードからのアクセスパスに障害が発生し
ている場合、ディスクの状態に関するノード間の合意が成立しません。
表 2-7 に、この種類の不具合を解決するためのポリシーをまとめます。
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表 2-7

ポリシー

ポリシー

説明

global

クラスタ内のいずれかのノードがディスク障害を報告した場合は、クラスタ全
体で切断を実行します。これはデフォルトのポリシーです。

local

ディスクの障害の範囲をその障害を認識した特定のノードに限定します。た
だし、ミラーの 1 つが利用できても、ノードが停止するため、このポリシーは
高可用性ではありません。ディスクの可用性を確認するために、クラスタ内
のすべてのノードとの通信を試行し、すべてのノードがそのディスクに関して
問題を報告した場合には、クラスタ全体で切断を実行します。

共有ディスクグループの制限
VxVM のクラスタ機能は、RAID 5 ボリュームまたはクラスタ共有ディスクグループに対す
るタスクの監視をサポートしていません。ただし、これらの機能は、クラスタの特定のノード
に接続されている専用ディスクグループに対しては使えます。オンラインでの再レイアウ
トはサポートされていますが、RAID 5 ボリュームは除きます。
ルートディスクグループはクラスタ共有にすることはできません。ルートディスクグループ
は専用ディスクグループである必要があります。
VxVM のクラスタ機能のみを使う場合、RAW デバイスだけがアクセス可能です。Veritas
Storage Foundation Cluster File System などの適切なソフトウェアがインストールされ
設定されている場合を除き、共有ボリューム内のファイルシステムへの共有アクセスはサ
ポートされていません。
サポートされていないオブジェクトが共有ディスクグループに含まれている場合は、その
オブジェクトをデポートしてからクラスタノードのうちの 1 つで専用ディスクグループとして
再インポートします。共有ディスクグループに対してサポートされているレイアウトにボリュー
ムを再構成し、いったんデポートした後、共有グループとして再インポートします。

Storage Foundation Cluster File System と Veritas
Volume Manager のクラスタ機能エージェント
エージェントは、事前定義済みのリソースタイプを管理する VCS プロセスです。SFCFS と
CVM は、VCS とやり取りするためにエージェントを必要とします。エージェントには、リソー
スをオンラインまたはオフラインにする、リソースを監視する、状態の変化を VCS に報告
するなどの機能があります。VCS 付属エージェントは VCS の一部であり、VCS のインス
トール時にインストールされます。SFCFS エージェントと CVM エージェントは VCS のアド
オンリソースであり、それぞれ Veritas File System と Veritas Volume Manager に固有
です。
p.129 の 「Storage Foundation Cluster File System のエージェントについて」 を参照し
てください。
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Veritas Volume Manager のクラスタ機能
Veritas Volume Manager クラスタ機能（CVM）を使うと、クラスタ全体のアプリケーション
から論理ボリュームにアクセスできるようになります。CVM により、複数のホストから制御
下にある論理ボリュームに並列アクセスできるようになります。VxVM クラスタは、一連の
デバイスを共有するノードで構成されます。これらのノードは、1 つのネットワークを介して
接続されます。1 つのノードに障害が発生しても、他のノードはデバイスにアクセスできま
す。VxVM クラスタ機能により、すべてのノードで、変更などのデバイス設定が同じ論理
ビューとして表示されます。VCS によってクラスタの設定がセットアップされたら、CVM 共
有ストレージを設定します。

3
Storage Foundation Cluster
File System とコンポーネン
トの管理
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation Cluster File System の管理について

■

CFS の管理

■

VCS の管理

■

CVM の管理

■

ODM の管理

■

I/O フェンシングの管理

Storage Foundation Cluster File System の管理につ
いて
Veritas Storage Foundation Cluster File System は、複数のホストが同じファイルを同
時にマウントし、そのファイルに対して同時にファイル操作を実行できるようにする共有
ファイルシステムです。クラスタ設定で SFCFS を操作するには、Veritas Storage
Foundation Cluster File System に含まれる一連の統合 Veritas 製品が必要です。
SFCFS でクラスタを設定するには Veritas Cluster Server（VCS）が必要です。VCS は
SFCFS に不可欠な 2 つの主要コンポーネントを提供します。LLT パッケージはノード間
通信ができるようにし、ネットワーク通信を監視します。GAB パッケージはクラスタの状態、
設定、メンバーシップサービスを提供し、システム間のハートビートリンクを監視してシス
テムがアクティブであることを保証します。SFCFS HA をインストールする場合、VCS に
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よって提供されるその他複数のパッケージがあり、アプリケーションのフェールオーバー
サポートが提供されます。
『Veritas Storage Foundation Cluster File System Installation Guide』を参照してく
ださい。
SFCFS では、クラスタファイルシステムをマウントするために必要な共有ボリュームを作成
するために、Veritas Volume Manager（VxVM）のクラスタ機能（CVM）も必要です。
これらの製品について詳しくは Veritas Volume Manager と Veritas Cluster Server の
マニュアルを参照してください。

Veritas Enterprise Administrator のグラフィカルユーザーインターフェー
ス
Veritas Enterprise Administrator（VEA）コンソールは Storage Foundation 製品に
パッケージに含まれなくなりました。Storage Foundation Manager を使用して Storage
Foundation 製品環境を管理、監視、および報告することをお勧めします。このユーティ
リティは http://go.symantec.com/vom で無料でダウンロードできます。VEA の使用を
続けたい場合は、http://go.symantec.com/vom からバージョンをダウンロードできま
す。

CFS の管理
ここでは、クラスタファイルシステムの主な管理作業について説明します。
この項では、次の CFS 管理タスクの手順について説明します。
■

「VCS 設定への新しい CFS システムの追加」

■

「cfsmount を使った CFS ファイルシステムのマウント」

■

「CFS ファイルシステムのサイズ変更」

■

「CFS ファイルシステムの状態の確認」

■

「CFS ポートの確認」

CFS の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を参
照してください。

VCS 設定への新しい CFS システムの追加
エディタを使って、VCS のメインの main.cf ファイルに CFS ファイルシステムを追加する
には
# cfsmntadm add oradatadg oradatavol ¥
/oradata1 cvm all=suid,rw
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Mount Point is being added...
/oradata1 added to the cluster-configuration

cfsmount を使った CFS ファイルシステムのマウント
cfsmount を使って CFS ファイルシステムをマウントするには
# cfsmount /oradata1
Mounting...
[/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol]
mounted successfully at /oradata1 on system01
[/dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol]
mounted successfully at /oradata1 on system02

）

CFS ファイルシステムのサイズ変更
CFS ファイルシステムがいっぱいであることを示すメッセージがコンソールに表示されて
いる場合、ファイルシステムのサイズを変更することができます。vxresize コマンドを使
うと、CFS ファイルシステムをサイズ変更できます。ファイルシステムと下位のボリュームが
拡張されます。
さまざまなオプションについては vxresize（1M）マニュアルページを参照してください。
次のコマンドを使うと、Oracle データ CFS を含むファイルシステム（この Oracle データボ
リュームは CFS マウント済みです）をサイズ変更できます。
# vxresize -g oradatadg oradatavol +2G

CFS ファイルシステムの状態の確認
「cfscluster status」コマンドを実行し、ノードと各ノード上にあるマウントポイントの状態を
表示します。
# cfscluster status
Node
: system02
Cluster Manager : not-running
CVM state
: not-running
MOUNT POINT
SHARED VOLUME DISK GROUP
/ocrvote
/oracle
/crshome

ocrvotevol
ora_vol
ora_crs_vol

system01_ocr
system01_ora
system01_crs

STATUS
NOT MOUNTED
NOT MOUNTED
NOT MOUNTED
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/oradata1
/arch

ora_data1_vol
archivol

system01_data1
system01_data1

Node
: system01
Cluster Manager : running
CVM state
: running
MOUNT POINT
SHARED VOLUME

DISK GROUP

/ocrvote
/oracle
/crshome
/oradata1
/arch

system01_ocr
system01_ora
system01_crs
system01_data1
system01_data1

ocrvotevol
ora_vol
ora_crs_vol
ora_data1_vol
archivol

NOT MOUNTED
NOT MOUNTED

STATUS
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED
MOUNTED

CFS ポートの確認
CFS は、ノード間の通信にポート 'f' を使います。CFS ポートの状態は、次のように確認で
きます。
# gabconfig -a | grep "Port f"

CFS エージェントログファイル
/var/VRTSvcs/log ディレクトリにある CFS エージェントログファイルを使って、CFS の問
題をデバッグすることができます。
# cd /var/VRTSvcs/log
# ls
CFSMount_A.log
CFSfsckd_A.log
engine_A.log

エージェントフレームワーク情報は engine_A.log ファイルに、エージェントエントリポイン
ト情報は CFSMount_A.log ファイルと CFSfsckd_A.log ファイルにあります。

Storage Foundation Cluster File System のコマンド
表 3-1 に SFCFS のコマンドをまとめます。
表 3-1

SFCFS のコマンド

コマンド

説明

cfscluster

クラスタ設定コマンド
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コマンド

説明

cfsmntadm

クラスタマウントされたファイルシステム上でポリシーを追加、削除、変更、設
定する

cfsdgadm

共有ディスクグループをクラスタ設定に追加する、または構成から削除する

cfsmount

共有ボリュームにクラスタファイルシステムをマウントする

cfsumount

共有ボリュームのクラスタファイルシステムをマウント解除する

mount、fsclusteradm、および fsadm コマンド
mount コマンドと fsclustadm コマンドは、クラスタファイルシステムを設定する上でも重

要です。

mount
mount コマンドで -o cluster オプションを使うと、共有ファイルシステムにアクセスでき

ます。
mount_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

fsclustadm
fsclustadm コマンドは、CFS の各種属性を報告します。fsclustadm を使ってできる作

業には、クラスタ内のプライマリノードの表示と設定、ノード ID とホスト名の相互変換、指
定されたファイルシステムマウントポイントのクラスタマウントを現在持つ全ノードの一覧表
示、マウントがローカルマウントかクラスタマウントかの判別などがあります。fsclustadm
コマンドは、ファイルシステムがマウントされているクラスタ内の任意のノードから実行で
き、指定されたマウントポイントに対するプライマリの場所を制御できます。
fsclustadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

fsadm
fsadm コマンドはプライマリノードまたはセカンダリノードから実行することができます。
fsadm_vxfs（1M）のマニュアルページを参照してください。

クラスタ環境でのコマンドの安全な実行
共有環境では、データの破損を避けるため、RAW デバイスへ書き込み可能な UNIX コ
マンドを慎重に使う必要があります。共有 VxVM ボリュームの場合、SFCFS には、fsck
や mkfs などの VxFS コマンドにより、クラスタ内の別のノードからマウントされたファイル
システムを誤って破損することを防止するために、クラスタ内のボリュームを占有して他の
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ノードから保護する機能が用意されています。ただし、dd などのコマンドは他のノードか
ら保護せず実行されるため、他のノードからマウントされたファイルシステムを破損する可
能性があります。ファイルシステムでこれらの VxFS 以外のコマンドを実行する前に、ファ
イルシステムがクラスタにマウントされていないことを確認してください。mount コマンドを
実行すると、ファイルシステムのマウントが共有か、ローカルかを確認できます。

クラスタファイルシステムの時間の同期
SFCFS 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。ノードを同
期化しないと、ファイル作成時のタイムスタンプ（ctime）と同じファイル修正時のタイムス
タンプ（mtime）が実際の操作順序と一致しない場合があります。

Storage Foundation Cluster File System の拡張
SFCFS に対するプライマリと同様に、CVM に対するマスターノードが存在します。ファイ
ルシステムを拡張するときは、CVM マスターからボリュームを拡張し、続いて任意の SFCFS
ノードからファイルシステムを拡張します。CVM マスターと SFCFS ノードは異なるノード
であってもかまいません。
クラスタ内のプライマリファイルシステムを確認するには
■

クラスタ内のプライマリファイルシステムを確認するには、次のコマンドを入力します。
# fsclustadm -v showprimary mount_point

現在のノードが CVM マスターノードかどうかを確認するには
■

現在のノードが CVM マスターノードかどうかを確認するには、次のコマンドを入力し
ます。
# vxdctl -c mode

ファイルシステムのサイズを実際に大きくするには

1

CVM マスターノードで、次のコマンドを入力します。
# vxassist -g shared_disk_group growto volume_name newlength

2

SFCFS ノードで、次のコマンドを入力します。
# fsadm -F vxfs -b newsize -r device_name mount_point
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/etc/vfstab ファイル
vfstab により開始されるマウントはクラスタ設定の開始前に行われるため、/etc/vfstab

ファイルではどのクラスタファイルシステムについても起動時のマウントを指定しないでく
ださい。クラスタマウントの場合は、再ブートの後に、VCS 設定ファイルを使って有効にす
るファイルシステムを特定してください。

Storage Foundation Cluster File System のプライマリで障害が発生した
場合
SFCFS プライマリが稼動するサーバーに障害が発生した場合は、残りのクラスタノードか
ら新しいプライマリが選択されます。新しいプライマリはファイルシステムのインテントログ
を読み取り、障害時に処理中であったメタデータ更新を完了します。この処理中は、他の
ノードからのアプリケーション I/O がブロックされて、遅延が発生することがあります。ファ
イルシステムの整合性が回復すると、アプリケーションの処理が再開されます。
SFCFS を使うセカンダリノードのノードでは、ファイルシステムのメタデータを直接には更
新しないため、セカンダリノードの障害が発生してもどのメタデータも修復する必要はあり
ません。そのため、セカンダリノードの障害からの SFCFS のリカバリは、プライマリノードの
障害からのリカバリより高速です。

クラスタ内の負荷分散
クラスタ内の作業負荷の分散により、パフォーマンスおよびフェールオーバーの機能が
向上します。
たとえば、8 つのファイルシステムと 4 つのノードがある場合、ノードごとに 2 つのファイル
システムをプライマリとして指定すると効果的です。プライマリシップは、どのノードが最初
にファイルシステムをマウントするかによって決まります。また、fsclustadm を使って、
SFCFS プライマリを指定することもできます。fsclustadm setprimary コマンドでも、現
在のプライマリで障害が発生した場合にプライマリシップを引き受ける順序を定義できま
す。セットアップ後、クラスタ内の 1 つ以上のノードでファイルシステムがマウントされてい
る間、このポリシーは有効です。

GUI
Storage Foundation Manager を使用して Storage Foundation 製品環境を管理、監
視、および報告できます。このユーティリティは http://go.symantec.com/vom で無料
でダウンロードできます。VEA の使用を続けたい場合は、http://go.symantec.com/vom
からバージョンをダウンロードできます。
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Storage Foundation Cluster File System の Storage Checkpoint
Storage Checkpoint を作成および保守する方法については、『Veritas Storage
Foundation 拡張機能管理者ガイド』を参照してください。CFS ファイルシステムでの
Storage Checkpoint 作成のしくみはローカルマウントファイルシステムの場合と同じで
す。

Storage Foundation Cluster File System でのスナップショット
スナップショットは、VxFS ファイルシステムの PIT（ポイントインタイム）イメージを提供しま
す。スナップショットに読み取り専用モードでマウントされたファイルシステムとしてアクセ
スすると、ファイルシステムのオンラインバックアップを効率よく実行できます。スナップ
ショットは、スナップファイルシステムでデータブロックが上書きされるとデータブロックを
逐次コピーするコピーオンライトセマンティクスを実装しています。
『Veritas Storage Foundation 拡張機能管理者ガイド』を参照してください。
クラスタファイルシステムのスナップショットは、クラスタ内の任意のノードから発生する I/O
のコピーオンライト機構を拡張します。

クラスタスナップショットの特性
クラスタスナップショットには以下のような特性があります。
■

マウントしたクラスタファイルシステムのスナップショットは、クラスタ内の任意のノード
にマウントできます。マウントしたファイルシステムは、プライマリ、セカンダリ、またはセ
カンダリ専用にできます。ファイルシステムの安定したイメージを任意のノードからの
書き込み用に提供できます。

■

クラスタファイルシステムの複数のスナップショットを、クラスタ内の同じノードまたは異
なるノードにマウントできます。

■

スナップショットは、スナップショットをマウントしているノードでのみアクセスできます。
スナップショットデバイスを 2 つの異なるノードに同時にマウントすることはできません。

■

スナップショットをマウントするためのデバイスとしてローカルディスクまたは共有ボ
リュームを使えます。共有ボリュームは、スナップショットマウントによって排他的に使
われ、スナップショットがそのデバイスでアクティブである間は、クラスタ内の他のノー
ドから使えません。

■

スナップショットをマウントしているノードでは、スナップショットがマウントされている間
はスナップショットを取られたオリジナルのファイルシステムのマウントを解除できませ
ん。

■

SFCFS スナップショットは、スナップショットのマウントが解除された場合、またはスナッ
プショットをマウントしているノードに障害が発生した場合、消失します。ただし、他の
どのノードがクラスタから離れたり、クラスタに参加したりしても、スナップショットはその
影響を受けません。
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■
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読み取り専用でマウントされたファイルシステムのスナップショットは作成できません。
クラスタファイルシステムのスナップショットは、クラスタファイルシステムが crw オプショ
ンでマウントされている場合のみ、スナップショットを取得できます。

パフォーマンスの考慮事項
バックアップ用にスナップショットファイルシステムをマウントすると、コピーオンライトを実
行し、スナップショットからデータブロックを読み取るためにリソースが使われるため、シス
テム上の負荷が増大します。このような場合、クラスタのスナップショットを使ってオフホス
トバックアップを行うことができます。オフホストバックアップは、プライマリサーバーでの
バックアップアプリケーションによる負荷を軽減します。スナップショット全体のオーバー
ヘッドに比べて、リモートスナップショットからのオーバーヘッドは小さくて済みます。した
がって、比較的負荷の少ないノードからスナップショットをマウントして、バックアップアプ
リケーションを実行すると、クラスタ全体のパフォーマンスに効果があります。

Storage Foundation Cluster File System でのスナップショットの
作成
ここでは、SFCFS 管理インターフェースのコマンドを使って 2 ノードクラスタでスナップ
ショットを作成し、マウントする方法を説明します。
クラスタファイルシステムでスナップショットを作成するには

1

共有 VxVM ボリューム上で VxFS ファイルシステムを作成するために、次のコマン
ドを入力します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/cfsdg/vol1
version 7 layout
104857600 sectors, 52428800 blocks of size 1024, log size 16384 blocks
largefiles supported

2

すべてのノードでファイルシステムをマウントするために、次のコマンドを入力します。
# cfsmntadm add cfsdg vol1 /mnt1 all=cluster
# cfsmount /mnt1
cfsmntadm コマンドで Cluster Manager 構成にエントリを追加してから、cfsmount

コマンドですべてのノード上でファイルシステムをマウントします。
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3

前に作成したボリューム（この例では snapvol）上で、クラスタマネージャ構成にス
ナップショットを追加します。次に例を示します。
# cfsmntadm add snapshot cfsdg snapvol /mnt1 /mnt1snap system01=ro

クラスタファイルシステムのスナップショットには、そのスナップショットが作成された
ノード上でのみアクセスできます。スナップショットファイルシステム自体はクラスタマ
ウントできません。

4

スナップショットファイルシステムを system01 上で作成してローカルにマウントしま
す。次のコマンドを入力します。
# cfsmount /mnt1snap

5

スナップされたファイルシステムは、そのスナップショットがすべてマウント解除される
まではマウント解除できません。スナップされたクラスタファイルシステムをマウント解
除する前に、スナップショットをマウント解除し、破棄します。次のコマンドを入力しま
す。
# cfsumount /mnt1snap

VCS の管理
この項では、次の VCS 管理タスクの手順について説明します。
■

「利用可能な Veritas デバイスおよびドライバの表示」

■

「VCS 設定の確認」

■

「VCS の起動と停止」

VCS の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を
参照してください。

利用可能な Veritas デバイスおよびドライバの表示
利用可能な Veritas デバイスを表示するには:
# sysdef|grep -i vx
drv/vxapm/dmpCLARiiON.SunOS_5.11
drv/vxapm/dmpCLARiiON.SunOS_5.8
drv/vxapm/dmpCLARiiON.SunOS_5.9
drv/vxapm/dmpsvc.SunOS_5.10
drv/vxapm/dmpsvc.SunOS_5.11
drv/vxapm/dmpsvc.SunOS_5.8
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drv/vxapm/dmpsvc.SunOS_5.9
drv/vxapm/sparcv9/dmpCLARiiON.SunOS_5.10
drv/vxapm/sparcv9/dmpCLARiiON.SunOS_5.11

メモリにロードされたデバイスを表示するには、次の例で示されているように modinfo コ
マンドを実行します。
次に例を示します。
「gab」ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認する場合
# modinfo|grep gab
228 7b600000

53808 314

1

gab (GAB device 5.1)

「vx」ドライバがメモリにロードされているかどうかを確認する場合
# modinfo|grep vx

指定した Pfile で Oracle を開始するように VCS を設定する
Oracle を指定した Pfile で開始するように VCS を設定したい場合、次のように Oracle グ
ループの main.cf ファイルを変更します。
Oracle ora1 (
Sid @system01 = vrts1
Sid @system02 = vrts2
Owner = oracle
Home = "/app/oracle/orahome"
StartUpOpt = SRVCTLSTART
ShutDownOpt = SRVCTLSTOP
pfile="/app/oracle/orahome/dbs/initprod1.ora"
)

VCS 設定の確認
VCS 設定を確認するには
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify .

VCS の起動と停止
各ノードで VCS を起動するには
# hastart
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各ノードで VCS を停止するには
# hastop -local

また、コマンド hastop -all も使えますが、VCS を再起動する前に、ポート 'h' が閉じる
のを待ってください。

CVM の管理
すべての CVM 共有ディスクの一覧表示
次のコマンドを使って、すべての CVM 共有ディスクを一覧表示できます。
# vxdisk -o alldgs list |grep shared

手動による CVM クラスタメンバーシップの確立
ほとんどの場合 CVM を手動で起動する必要はありません。VCS が起動されるときに通
常は起動します。
次のコマンドを実行して、CVM を手動で起動します。
# vxclustadm -m vcs -t gab startnode
vxclustadm: initialization completed
vxclustadm は、クラスタの設定情報のある main.cf を読み取るため、実行されている

VCS には依存しないことに注意します。通常は hastart（VCS start）コマンドによって
CVM が自動的に起動されるため、vxclustadm startnode コマンドを実行する必要は
ありません。
CVM が正しく起動されているかどうかを確認するには:
# vxclustadm nidmap
Name
system01
system02

CVM Nid
0
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

共有ディスクグループの手動インポート
次のコマンドを使って、共有ディスクグループを手動でインポートできます。
# vxdg -s import dg_name
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共有ディスクグループの手動デポート
次のコマンドを使って、共有ディスクグループを手動でデポートできます。
# vxdg deport dg_name

共有ディスクのデポートにより、ディスク上の SCSI-3 PGR が削除されるので注意してくだ
さい。また、ディスク上の「共有」フラグも削除されます。

手動による共有ディスクの起動
手動による CVM 共有ディスクグループのインポートの後には、次のようにディスクグルー
プのボリュームを手動で起動する必要があります。
# vxvol -g dg_name startall

ボリュームが起動されているかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
# vxprint -htrg dg_name | grep ^v

CVM ポートの状態の評価
CVM カーネル（vxio ドライバ）は、カーネルメッセージングにポート「v」を、クラスタノード
間の vxconfigd 通信にポート「w」を使います。次のコマンドでは、CVM ポートの状態が
表示されます。
# gabconfig -a | egrep "Port [vw]"

CVM が SFCFS クラスタで実行されているかどうかの確認
次のオプションを使って、SFCFS で CVM が起動されているか、または起動されていない
かを確認できます。
次の出力が、クラスタのメンバーになっていないノードに表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster inactive
# vxclustadm -v nodestate
state: out of cluster

マスターノードには、次の出力が表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: system01
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スレーブノードには、次の出力が表示されます。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - SLAVE
master: system02

次のコマンドを実行すると、すべての CVM ノードを同時に表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
system01
system02

CVM Nid
0
1

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

CVM メンバーシップの状態の確認
CVM の状態は、次のように確認できます。
# vxclustadm -v nodestate
state: joining
nodeId=0
masterId=0
neighborId=1
members=0x3
joiners=0x0
leavers=0x0
reconfig_seqnum=0x72a10b
vxfen=on

状態は、CVM がカーネルレベルの参加を完了し、vxconfigd レベルの参加を行ってい
る最中であることを示します。
vxdctl -c mode コマンドは、ノードが CVM マスターか CVM スレーブかを示していま

す。

CVM 共有ディスクグループの状態の確認
次のコマンドを使って、現在 SFCFS クラスタにインポートされている共有ディスクグルー
プを一覧表示できます。
# vxdg list |grep shared
oradatadg enabled,shared 1052685125.1485.system01
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アクティブ化モードの確認
SFCFS クラスタでは、共有ディスクグループの有効化は、クラスタノードそれぞれで
「shared-write」に設定される必要があります。
「共有書き込み」のアクティブ化が設定されるかどうかを確かめるには:
# vxdg list diskgroupname |grep activation
local-activation: shared-write

「共有書き込み」のアクティブ化が設定されていない場合は、次のコマンドを実行します。
# vxdg -g diskgroupname set activation=sw

CVM ログファイル
/var/VRTSvcs/log ディレクトリには、エージェントログファイルが格納されています。
# cd /var/VRTSvcs/log
# ls -l *CVM* engine_A.log
CVMCluster_A.log
CVMVolDg_A.log
CVMVxconfigd_A.log
engine_A.log

#
#
#
#

CVM
CVM
CVM
VCS

Agent log
VolDg Agent log
vxconfigd Agent log
log

cmdlog ファイルを使って、すでに実行された CVM コマンドからなるリストを表示すること
ができます。このファイルは、/var/adm/vx/cmdlog にあります。
詳細については、『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

ODM の管理
この項では、次の ODM 管理タスクの手順について説明します。
■

「ODM ポートの確認」

■

「ODM の起動」

ODM の管理中に問題が発生した場合について詳しくは、トラブルシューティングの項を
参照してください。

ODM ポートの確認
ODM を SFCFS で有効にすることをお勧めします。次のコマンドを実行し、ODM が実行
されていることを確認します。
# gabconfig -a | grep "Port d"
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ODM の起動
次の手順では ODM を起動する方法について説明します。
ODM を起動するには
◆

Solaris 9 の場合
# /etc/init.d/odm start

Solaris 10 の場合
# svcadm enable vxodm

I/O フェンシングの管理
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

I/O フェンシングの管理について
I/O フェンシング機能には、VRTSvxfen パッケージを通じて利用できる次のユーティリ
ティが用意されています。
vxfentsthdw

I/O フェンシング用のハードウェアをテストします
p.69 の 「vxfentsthdw ユーティリティについて」 を参照してくださ
い。

vxfenconfig

I/O フェンシングの設定と設定解除を行います
vxfen ドライバが使用するコーディネータディスクのリストをチェック
します。

vxfenadm

I/O フェンシング操作に関する情報を表示し、 I/O フェンシング用
の SCSI-3 ディスクの登録と予約を管理します
p.77 の 「vxfenadm ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfenclearpre

SCSI-3 の登録と予約をディスクから削除します
p.82 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してくだ
さい。

vxfenswap

I/O フェンシングを停止しないで、コーディネータディスクを置き換
えます。
p.84 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
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vxfendisk

ディスクグループ内のディスクのパスの一覧を生成します。このユー
ティリティを使うには、Veritas Volume Manager がインストールお
よび設定されている必要があります。

I/O フェンシングのコマンドは /opt/VRTS/bin フォルダに存在します。PATH 環境変数
にこのフォルダのパスを追加したことを確かめてください。
コマンドについて詳しくは、対応するマニュアルページを参照してください。

vxfentsthdw ユーティリティについて
共有ストレージアレイで、データをサポートする SCSI-3 Persistent Reservation と I/O
フェンシングが使われているかどうかを確認するには、vxfentsthdw ユーティリティを使
います。I/O フェンシングの設定時に、テストユーティリティを使って 1 つのディスクをテス
トします。このユーティリティには、ストレージデバイスを他の設定でテストするのに適して
いる可能性の高い他のオプションが備えられています。また、コーディネータディスクグ
ループもテストする必要があります。
I/O フェンシングを設定するには、『Storage Foundation Cluster File System インストー
ルガイド』を参照してください。
このユーティリティは、クラスタ内の 1 つのシステムから実行できます。このユーティリティ
を使って、指定したディスクへの SCSI-3 登録の設定と確認、ディスクへの Persistent
Reservation の設定と確認、ディスクへのデータの書き込みと読み取り、ディスクからの
登録の削除などを行って、データ用として使用するストレージをテストします。
vxfentsthdw（1M）マニュアルページも参照してください。

vxfentsthdw ユーティリティを使うための一般的なガイドラインに
ついて
vxfentsthdw ユーティリティの使用に関する以下のガイドラインを確認します。
■

このユーティリティを使うには、2 つのシステムが共有ストレージに接続されている必
要があります。
注意: -r オプションが使われていない場合、ディスク上のデータはテスト時に上書き
されて破棄されます。

■

2 つのノードは、ssh（デフォルト）または rsh 通信を行う必要があります。rsh を使う場
合は、vxfentsthdw ユーティリティに -n オプションを指定して起動します。
プロセスのテストが完了したら、通信用の権限を削除し、パブリックネットワーク接続を
リストアできます。
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■

テスト時に 2 つのシステムが同じディスクに接続されていることを確認するには、
vxfenadm -i diskpath コマンドを使って、ディスクのシリアル番号を確認します。
p.81 の 「ノードが同じディスクを参照することを確認」 を参照してください。

■

複数のディスクを持つディスクアレイの場合、ディスクグループを作成する前に -m オ
プションを使っていくつかのディスクのサンプルを取得したり、-g オプションを使って
すべてのディスクをテストしたりします。

■

ユーティリティは、ディスクが I/O フェンシングに使用できることを、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 system01

ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場
合、検証は失敗しました。
■

テストを行うディスクに SCSI-3 登録キーがすでに存在する場合、テストが続行される
前に警告が出力されます。

vxfentsthdw コマンドのオプションについて
表 3-2 には、ストレージデバイスのテストのためにユーティリティが提供する方法を示して
います。
表 3-2

vxfentsthdw のオプション

vxfentsthdw のオプ
ション

説明

-n

ユーティリティは rsh を通信に使い 通信に rsh を使うときに使います。
ます。

-r

非破壊テスト。ディスクの SCSI-3
Persistent Reservation テストが
非破壊の方法で行われます。つま
り、読み取りのみがテストされ、書き
込みはテストされません。-m、-f、
-g のオプションと併用できます。

-t

用途

非破壊テスト時に使います。
p.73 の 「-r オプションを使った、
ディスク上での非破壊テストの実
行」 を参照してください。

SCSI-3 reservation における SCSI TUR テストを実行する場合。
TEST UNIT (TUR) コマンドの戻り
値をテストします。TUR テストがエ
ラーになると、警告が出力されま
す。

第 3 章 Storage Foundation Cluster File System とコンポーネントの管理
I/O フェンシングの管理

vxfentsthdw のオプ
ション

説明

-d

DMP デバイスを使います。

-w

RAW デバイスを使います。

-c

ユーティリティはコーディネータディ
スクグループをテストします。システ
ムおよびデバイスの指定を求める
プロンプトを表示し、成功または失
敗を報告します。

コーディネータディスクグループの
ディスクのテスト。

ユーティリティを手動により対話式
で実行します。システムおよびデバ
イスの指定を求めるプロンプトを表
示し、成功または失敗を報告しま
す。

いくつかのディスクのテスト、または
比較的大きいアレイのディスクのサ
ンプリング。

-m

用途

デフォルトで、このスクリプトはディ
スクグループのディスク用の DMP
-c または -g のオプションと併用で
パスを選択します。スクリプトがディ
きます。
スクグループに DMP パスを使うよ
うにするには、-w オプションを使い
ます。
-w オプションを使うと、スクリプトは
ディスクグループ内のディスクのオ
-c または -g のオプションと併用で
ペレーティングシステムを選択しま
きます。
す。デフォルトでは、スクリプトは -d
オプションを使ってディスクグルー
プ内のディスクの DMP パスを選択
します。

p.72 の 「vxfentsthdw -c オプショ
ンを使ったコーディネータディスク
グループのテスト」 を参照してくだ
さい。

p.74 の 「vxfentsthdw -m オプショ
ンを使った、共有ディスクのテスト」
-r オプションおよび -t オプションと を参照してください。
併用できます。-m はデフォルトオ
プションです。
-f filename

ユーティリティは、テキストファイル 複数のディスクのテスト。
に指定されているシステムとデバイ
p.76 の 「vxfentsthdw -f オプショ
スの組み合わせをテストします。
ンを使った、ファイルにリストされた
-r オプションおよび -t オプションと 共有ディスクのテスト」 を参照してく
併用できます。
ださい。
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vxfentsthdw のオプ
ション

説明

用途

-g disk_group

ユーティリティは、特定のディスクグ 多数のディスクおよびディスクアレ
ループ内のディスクデバイスをすべ イのテスト。テスト用のディスクグ
てテストします。
ループを一時的に作成し、テスト後
に破壊（グループ解除）することが
-r オプションおよび -t オプションと
できます。
併用できます。
p.76 の 「vxfentsthdw -g オプショ
ンを使った、ディスクグループ内の
全ディスクのテスト」 を参照してくだ
さい。

vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグルー
プのテスト
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが I/O フェンシングをサポートするように
設定されていることを確認します。この手順では、vxfentsthdw ユーティリティを使って各
ノードから一度に 1 つずつ、3 つのディスクをテストします。
たとえば、この項の手順では、次のディスクを使います。
■

ノード system01 で
は、/dev/rdsk/c1t1d0s2、/dev/rdsk/c2t1d0s2、/dev/rdsk/c3t1d0s2 の 3 つの
ディスクが認識されています。

■

ノード system02 では同じディスクが
/dev/rdsk/c4t1d0s2、/dev/rdsk/c5t1d0s2、/dev/rdsk/c6t1d0s2 として認識され
ます。

メモ: vxfentsthdw ユーティリティを使ってコーディネータディスクグループをテストするに
は、このユーティリティでコーディネータディスクグループの vxfencoorddg が 2 つのノー
ドからアクセスできるようにする必要があります。
vxfentsthdw -c を使ってコーディネータディスクグループをテストするには

1

vxfentsthdw コマンドに -c オプションを指定して実行します。次に例を示します。
# vxfentsthdw -c vxfencoorddg

2

コーディネータディスクをテストするために使うノードを入力します。
Enter the first node of the cluster: system01
Enter the second node of the cluster: system02
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3

両ノードのコーディネータディスクグループの全ディスクについてテストプロセスの出
力を確認します。各ディスクについて次のような出力が表示される必要があります。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
system01 as a COORDINATOR DISK.
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c4t1d0s2 have PASSED.
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
system02 as a COORDINATOR DISK.

4

ディスクグループ内のすべてのディスクをテストすると、vxfencoorddg ディスクグルー
プを使えるようになります。

障害のあるディスクの削除と交換
検証に失敗したディスクがコーディネータディスクグループ内にある場合、障害の発生し
たディスクまたは LUN を vxfencoorddg ディスクグループから削除し、他のディスクに置
き換えて、ディスクグループを再テストします。
障害の発生したディスクを削除して置き換えるには

1

vxdiskadm ユーティリティを使って、障害のあるディスクをディスクグループから削
除します。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。

2

新しいディスクをノードに追加し、初期化して、コーディネータディスクグループに追
加します。
I/O フェンシング用ディスクを初期化して、コーディネータディスクグループを設定す
る手順については、『Storage Foundation Cluster File System インストールガイ
ド』を参照してください。
必要に応じて、ディスクグループを起動します。
ディスクグループの起動方法について詳しくは、『Veritas Volume Manager 管理
者ガイド』を参照してください。

3

ディスクグループを再度テストします。
p.72 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。

-r オプションを使った、ディスク上での非破壊テストの実行
データを保持したい場合、ディスクデバイス上で非破壊テストを実行できます。
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ディスクで非破壊テストを実行するには
◆

保存しておきたいデータが含まれたディスクデバイスをテストするには、-m、-f また
は -g オプションとともに -r オプションを使うことができます。
たとえば、-m オプションと -r オプションを使うには、ユーティリティを次のように実行
できます。
# vxfentsthdw -rm

-r オプション付きで呼び出された場合、ユーティリティはディスクの書き込みテストを
実行しません。したがってこの場合、ディスクは、通常の使用状況について完全に
はテストされません。

vxfentsthdw -m オプションを使った、共有ディスクのテスト
共有ディスクをテストする手順を確認します。デフォルトでは、ユーティリティは -m オプ
ションを使います。
この手順では、/dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。
ユーティリティが、ディスクが準備が整っていることを表すメッセージを表示しない場合、
検証は失敗しました。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。不良ディスクも不適切な設定の原因となる場合があります。
失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを削除して置き換えます。
vxfentsthdw ユーティリティに次のようなメッセージが表示され、I/O フェンシングのため
にディスクを使えることを示します。
The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for
I/O Fencing on node system01

メモ: A/P アレイの場合、セカンダリパスでのみ vxfentsthdw コマンドを実行してくださ
い。
vxfentsthdw スクリプトを使ってディスクをテストする方法

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。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。
# vxfentsthdw [-n]
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3
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テストを実行するとディスクのデータが上書きされることを示す説明と警告を確認した
ら、処理の続行を確認して、ノード名を入力します。
******** 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: system01
Enter the second node of the cluster: system02

4

確認するディスク名を入力します。各ノードで、ディスクは同じ名前で認識されてい
る場合があります。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
system01 in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxsx
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxsx
/dev/rdsk/c2t13d0s2
Make sure it's the same disk as seen by nodes system01 and system02
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
system02 in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/cxtxdxsx
for raw: /dev/rdsk/cxtxdxsx
Make sure it's the same disk as seen by nodes system01 and system02
/dev/rdsk/c2t13d0s2

ディスクのシリアル番号が同じでない場合、 テストは停止します。

5

出力により、ユーティリティが検査を実行し、その活動を報告していることを 確認しま
す。

6

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になると、ユーティリティは
正常終了を報告します。
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
system01
...
Removing test keys and temporary files, if any ...
.
.

7

チェックするディスクごとに vxfentsthdw ユーティリティを実行します。
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vxfentsthdw -f オプションを使った、ファイルにリストされた共有
ディスクのテスト
-f オプションを使って、テキストファイルに記述されたディスクをテストします。次の手順例
を確認してください。
ファイルに指定された共有ディスクをテストするには

1

次のように、システム system01 と system02 により共有される 2 つのディスクをテス
トするためのテキストファイル disks_test を作成します。
system01 /dev/rdsk/c2t2d1s2 system02 /dev/rdsk/c3t2d1s2
system01 /dev/rdsk/c2t2d1s2 system02 /dev/rdsk/c3t2d1s2

1 番目のディスクは 1 行目に指定されており、 そのディスクは system01 から
/dev/rdsk/c2t2d1s2 として認識され、system02 から /dev/rdsk/c3t2d1s2 として
認識されます。もう一つのディスクは 2 行目に記述し、system01 で
は/dev/rdsk/c2t2d2s2、system02 では /dev/rdsk/c3t2d2s2 として参照されま
す。一般には、ディスクのリストはこの例よりも長くなります。

2

ディスクをテストするには、次のコマンドを入力します。
# vxfentsthdw -f disks_test

ユーティリティはテスト結果を 1 度に 1 ディスクずつ報告します。-m オプションの場
合と同じです。

vxfentsthdw -g オプションを使った、ディスクグループ内の全ディ
スクのテスト
-g オプションを使って、ディスクグループ内のすべてのディスクをテストします。たとえば、
ディスクアレイのすべてのディスクで構成される一時ディスクグループを作成してテストで
きます。
メモ: テストするディスクグループを共有としてインポートしないでください。つまり、-s オプ
ションを使わないでください。
テストが終わったら、このディスクグループを破棄し、必要に応じてディスクをディスクグ
ループに入れてください。
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ディスクグループ内のすべてのディスクをテストするには

1

テストするディスク用のディスクグループを作成します。

2

次のコマンドを実行して、ディスクグループ test_disks_dg をテストします。
# vxfentsthdw -g test_disks_dg

ユーティリティは、一度に 1 つのテスト結果を報告します。

既存のキーによるディスクのテスト
コーディネータディスクに既存のキーが検出されると、次のようなメッセージが表示されま
す。
There are Veritas I/O fencing keys on the disk. Please make sure
that I/O fencing is shut down on all nodes of the cluster before
continuing.
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS SCRIPT CAN ONLY BE USED IF THERE ARE NO OTHER ACTIVE NODES
IN THE CLUSTER! VERIFY ALL OTHER NODES ARE POWERED OFF OR
INCAPABLE OF ACCESSING SHARED STORAGE.
If this is not the case, data corruption will result.
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y

処理を継続する前に、ユーティリティによって警告が表示されます。I/O フェンシングがま
だ設定されていない場合は、処理を継続することができます。

vxfenadm ユーティリティについて
管理者は、vxfenadm コマンドを使って、フェンシング設定のトラブルシューティングとテ
ストを行うことができます。
管理者が使うコマンドのオプションは次のとおりです。
-s

ディスクのキーを読み込み、数字、文字、およびノード形式でキーを表示し
ます

メモ: -g および -G オプションは推奨されていません。-s オプションを使って
ください。
-i

SCSI 照会情報をデバイスから読み取ります

77

78

第 3 章 Storage Foundation Cluster File System とコンポーネントの管理
I/O フェンシングの管理

-m

ディスクに登録します

-n

ディスクへの予約

-p

他のシステムによって行われた登録を削除します

-r

予約を読み取ります

-x

登録を削除します

コマンドオプションについて詳しくは、vxfenadm（1M）マニュアルページを参照してくだ
さい。

I/O フェンシング登録キーの形式について
vxfen ドライバがデータディスクとコーディネータディスクで登録するキーは 8 つのバイト
から成っています。キーの形式はコーディネータディスクとデータディスクで異なります。
コーディネータディスクのキーの形式は次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

4

5

6

7

値

V

F

cID 0x

cID 0x

cID 0x

cID 0x

nID 0x

nID 0x

説明
■

VF はキーの名前空間を取得する一意の識別子です（2 バイトを消費します）

■

cID 0x は 16 進の LLT クラスタ ID です（4 バイトを消費します）

■

nID 0x は 16 進の LLT ノード ID です（2 バイトを消費します）

vxfen ドライバは I/O フェンシングの scsi3 モードとカスタマイズされたモードの両方でこ
のキー形式を使います。
VCS でフェールオーバーディスクグループとして設定されるデータディスクのキー形式は
次のとおりです。
バイト

0

1

2

3

値

A+nID

V

C

S

4

5

6

7

ここで、nID は LLT ノード ID です
たとえば、ノード ID が 1 の場合、最初のバイトの値は B（'A' + 1 = B）です。
CVM で並列ディスクグループとして設定されるデータディスクのキー形式は次のとおりで
す。
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バイト

0

1

2

3

4

値

A+nID

P

G

R

DGcount DGcount DGcount DGcount

5

6
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7

ここで、DGcount は設定内のディスクグループの数です

I/O フェンシング登録キーの表示
vxfenadm コマンドを使ってディスクに現在割り当てられているキーを表示できます。
I/O フェンシング登録キーを表示するには

1

ディスクのキーを表示するには、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -s disk_name

次に例を示します。
■

ノード ID 1 を含むシステムからコーディネータディスク /dev/rdsk/c1t1d0s2 の
キーを表示するには、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -s /dev/rdsk/c1t1d0s2
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,68,69,69,68,48,48
[Character Format]: VFDEED00
* [Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0 Node Name: system01

vxfenadm の -g オプションでは、8 バイトからなるキー値が 3 つの形式で表示
されます。数字形式では、
■

最初の 2 つのバイトが識別子 VF を表し、ASCII 値 86、70 を含んでいます。

■

次の 4 つのバイトは 16 進でエンコードされたクラスタ ID 57069（0xDEED）
の ASCII 値 68、69、69、68 を含んでいます。

残りのバイトはノード ID 0（0x00）の ASCII 値を 48、48 を含んでいます。ノー
ド ID 1 は 01 で、ノード ID 10 は 0A です。
ノード形式の前のアスタリスクは、vxfenadm コマンドが LLT が設定されて動作
しているクラスタのノードから実行されていることを示します。
■

■

CVM 並列ディスクグループのキーを表示するには:
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
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[Numeric Format]: 66,80,71,82,48,48,48,48
[Character Format]: BPGR0001
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 1 Node Name: system02
■

VCS フェールオーバーディスクグループのキーを表示するには:
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_8
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_8
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 65,86,67,83,0,0,0,0
[Character Format]: AVCS
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 0 Node Name: system01

2

ディスクファイルで指定されたすべてのディスクで登録されているキーを表示するに
は:
# vxfenadm -s all -f disk_filename

次に例を示します。
コーディネータディスクのすべてのキーを表示するには:
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_9
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,50
[Character Format]: VFBEAD02
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 2
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,68,69,69,68,48,48
[Character Format]: VFDEED00
* [Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0

Node Name: unknown

Node Name: system01

クラスタ ID は lltstat -C コマンド、ノード ID は lltstat -N コマンドを使用して確認で
きます。次に例を示します。
# lltstat -C
57069
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81

ディスクに特定のクラスタに属さないキーがある場合、vxfenadm コマンドはノード
ID のノード名を参照できないため、ノード名を不明として出力します。次に例を示し
ます。
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,45,45,45,45,48,49
[Character Format]: VF----01
[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: 1

Node Name: system02

任意形式のキーを持つディスクについては、vxfenadm コマンドはすべてのフィー
ルドを不明として出力します。次に例を示します。
[Numeric Format]: 65,66,67,68,49,50,51,45
[Character Format]: ABCD123[Node Format]: Cluster ID: unknown Node ID: unknown
Node Name: unknown

ノードが同じディスクを参照することを確認
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。vxfenadm コマンドと -i オプションを使って、LUN へのパスすべてで、LUN に
対して同じシリアル番号が返されることを確認します。
たとえば、ある EMC ディスクにノード A の /dev/rdsk/c2t13d0s2 パスとノード B の
/dev/rdsk/c2t11d0s2 パスがアクセス可能であるとします。
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ノードが同じディスクを参照することを確認するには

1

データ用の共有ストレージが、SFCFS 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

ノード A で、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t13d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

EMC
SYMMETRIX
5567
42031000a

/dev/rdsk/c2t11d0s2 パスを使ってノード B で同じコマンドを実行したときに、同じ
シリアル番号情報が表示される必要があります。
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。
# vxfenadm -i /dev/rdsk/c2t1d0s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
-SUN
0117
0401EB6F0002

詳しくは、vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

vxfenclearpre ユーティリティについて
vxfenclearpre ユーティリティを使って、ディスク上の SCSI-3 の登録と予約を削除できま
す。
p.82 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。
このユーティリティは現在サーバー型のフェンシングをサポートしません。サーバー型の
フェンシング設定でのスプリットブレインの発生は手動で解決する必要があります。
p.185 の 「SFCFS クラスタノードでのサーバー型のフェンシングの起動時の問題」 を参照
してください。

すでに存在するキーの削除
スプリットブレイン状態が発生した場合、vxfenclearpre ユーティリティを使って、SCSI-3
登録と予約をコーディネータディスクからだけでなくすべての共有ディスクグループ内の
データディスクから削除します。
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この手順を使って、別のノードによって作成された登録キーと予約キーをディスクから削
除することもできます。
スプリットブレイン後にキーをクリアするには

1

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

2

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。各ノード上で次のコマンド
を実行して、ポート h が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a

ポート h が出力に表示されていてはなりません。

3

すべてのノードで I/O フェンシングを停止します。ノードごとに次のコマンドを入力し
ます。
Solaris 9:
# /etc/init.d/vxfen stop

Solaris 10:
# svcadm disable vxfen

4

共有ストレージにアクセス可能な VCS 制御の範囲外で実行されるアプリケーション
がある場合、共有ストレージにアクセス可能なクラスタ内の他のすべてのノードを
シャットダウンします。これによりデータの破損を防止します。

5

vxfenclearpre スクリプトを開始します。
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6

スクリプトの開始メッセージと警告を確認します。このとき、スクリプトの実行を選択で
きます。
Do you still want to continue: [y/n] (default : n) y

ノードがディスク/LUN から削除された場合、クラスタ内の 1 つのノードのコンソール
に次のような情報メッセージが表示される場合があります。これらの情報メッセージを
無視できます。
<date> <system name> scsi: WARNING: /sbus@3,0/lpfs@0,0/
sd@0,1(sd91):
<date> <system name> Error for Command: <undecoded
cmd 0x5f> Error Level: Informational
<date> <system name> scsi: Requested Block: 0 Error Block 0
<date> <system name> scsi: Vendor: <vendor> Serial Number:
0400759B006E
<date> <system name> scsi: Sense Key: Unit Attention
<date> <system name> scsi: ASC: 0x2a (<vendor unique code
0x2a>), ASCQ: 0x4, FRU: 0x0

スクリプトはディスクをクリーンアップし、次のステータスメッセージを表示します。
Cleaning up the coordinator disks...
Cleaning up the data disks for all shared disk groups...
Successfully removed SCSI-3 persistent registration and
reservations from the coordinator disks as well as the
shared data disks.
Reboot the server to proceed with normal cluster startup...
#

7

Solaris 10 を使用する場合は、システムを再起動する前に次のコマンドを使って I/O
フェンシングを起動します。
# svcadm enable vxfen

クラスタ内のすべてのノードを再起動します。

vxfenswap ユーティリティについて
vxfenswap ユーティリティを使用すると、オンライン状態のクラスタに属するコーディネー
タディスクを交換できます。このユーティリティは、新しいディスクのシリアル番号がすべて
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のノードで同一になっていることや、新しいディスクが I/O フェンシングをサポートできるこ
とを確認します。
このユーティリティはサーバー型のフェンシングもサポートします。
vxfenswap（1M）マニュアルページを参照してください。

コーディネータディスクの必要条件について詳しくは、『Storage Foundation Cluster
File System インストールガイド』を参照してください。
次の場合は、I/O フェンシングを停止せずにコーディネータディスクを置き換えることがで
きます。
■

ディスクに不具合が発生したか、またはディスクが操作不能になったため、新しいディ
スクグループに切り換える。
p.86 の 「クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディスクの置き
換え」 を参照してください。
p.88 の 「オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグループの置き
換え」 を参照してください。
クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクを置き換える場合、vxfenswap
ユーティリティを使うことはできません。ユーティリティが実行するコーディネータディス
クの置き換え手順を手動で実行する必要があります。
p.181 の 「クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換」 を参
照してください。

■

RAW デバイスと DMP デバイス間でディスクインターフェースを切り換える。
p.91 の 「オンラインになっているクラスタのディスク操作ポリシーの変更」 を参照して
ください。

■

コーディネータディスクに登録されているキーが失われている。
このようなケースでは、クラスタはスプリットブレイン状態になったときにパニックするこ
とがあります。vxfenswap コマンドを使って、コーディネータディスクを同じディスクに
置き換えることができます。データ置き換え中に、失われたキーが再度登録されます。
データ破損の危険性はありません。
p.94 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

サーバー型のフェンシングの設定では、次のタスクを実行するために vxfenswap ユー
ティリティを使うことができます。
■

カスタマイズされたコーディネーションポイントの計画された置き換えを実行する（CP
サーバーまたは SCSI-3 ディスク）。
p.100 の 「 オンラインクラスタのコーディネーションポイントの交換」 を参照してくださ
い。

■

コーディネーションポイントで登録される I/O フェンシングのキーを更新する。
p.103 の 「サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更新」
を参照してください。
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vxfenswap 操作が失敗した場合、vxfenswap コマンドの -a cancel を使って、
vxfenswap ユーティリティによって加えられた変更を手動でロールバックできます。
■

ディスク型のフェンシングの場合は、vxfenswap -g diskgroup -a cancel コマン
ドを使って vxfenswap 操作を取り消します。
ディスクの置き換え処理中にノードが失敗した場合や、ディスクの置き換えを中止した
場合は、このコマンドを実行する必要があります。

■

サーバー型のフェンシングの場合は、vxfenswap -a cancel コマンドを使って
vxfenswap 操作を取り消します。

クラスタがオンラインのときの I/O フェンシングコーディネータディ
スクの置き換え
動作しているクラスタで 1 つ以上のコーディネータディスクを追加、削除、置換する各手
順を確認します。
警告: スクリプトが一連のコーディネータディスクを置き換え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ている場合、クラスタがパニックを起こす可能性があり
ます。
クラスタがオンライン状態のとき、コーディネータディスクグループのディスクを置き換え
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。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (system01)
1 (system02)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)
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3

コーディネータディスクグループをインポートします。
ファイル /etc/vxfendg には、コーディネータディスクを含むディスクグループの名前
（通常は、vxfencoorddg）が含まれます。したがって次のコマンドを実行します。
# vxdg -tfC import ‘cat /etc/vxfendg‘

各オプションの説明
-t は、ノードが再起動するまでの間のみ、ディスクグループをインポートするよう指定
します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。これは、1 つ以上のディスクがアク
セス不能の場合に必要です。
-C は、インポートしたすべてのロックを削除するよう指定します。

4

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値をオフにします。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off

5

ディスクをコーディネータディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理
者ユーティリティの vxdiskadm を使います。

6

コーディネータディスクグループに新しいディスクを追加するために次の手順を実行
します。
■

ノードに新しいディスクを追加します。

■

VxVM ディスクとして新しいディスクを初期化します。

■

I/O フェンシングに準拠しているかどうかディスクを確認します。

■

新しいディスクをコーディネータディスクグループに追加し、コーディネータ属性
値をコーディネータディスクグループに対して「オン」と設定します。

手順について詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System インストールガ
イド』を参照してください。
ディスクグループの内容は変わっていますが、I/O フェンシングは同じ状態を保って
います。

7

必ず、/etc/vxfenmode ファイルを更新して正しいディスクポリシーを指定してくださ
い。
詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System インストールガイド』を参照し
てください。

8

1 つのノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。ディスクグループをユー
ティリティに指定する必要があります。
このユーティリティのタスクは次のとおりです。
■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。
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9

■

各ノードで、変更するディスクグループ用のテストファイル /etc/vxfentab.test を
作成します。

■

vxfenswap コマンドに指定したディスクグループを読み取り、ディスクグループ
を各ノードの /etc/vxfentab.test ファイルに追加します。

■

すべてのノードで新しいディスクのシリアル番号が同じになっていることを確認し
ます。チェックが失敗すると、スクリプトは終了します。

■

各ノードで新しいディスクが I/O フェンシングをサポートできることを確認します。

正常なディスクであることが確認されると、ユーティリティは、成功したことを報告し、
新しいコーディネータディスクセットをコミットするかどうかを確認します。

10 ユーティリティが表示するメッセージを確認し、コーディネータディスクの新しいセット
をコミットすることを確認します。置き換えない場合は、手順 11 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは /etc/vxfentab.test
ファイルを /etc/vxfentab ファイルに移動します。

11 コーディネータディスクの新しいセットをコミットしない場合は、n と答えます。
vxfenswap ユーティリティはディスク置き換え操作をロールバックします。

オンラインになっているクラスタ内のコーディネータディスクグルー
プの置き換え
vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクグループを置き換えることも
できます。次の例は、コーディネータディスクグループ vxfencoorddg を新しいディスクグ
ループ vxfendg に置き換えます。
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コーディネータディスクグループを置き換えるには

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。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (system01)
1 (system02)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

/etc/vxfendg ファイル内にある現在のコーディネータディスクグループの名前（通
常は vxfencoorddg）を見つけます。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg

4

現在のコーディネータディスクグループを置き換えることができる代替ディスクグルー
プを見つけます。
# vxdisk -o alldgs list

5

I/O フェンシングに準拠しているかどうか新しいディスクグループを検証します。次の
コマンドを実行します。
# vxfentsthdw -c vxfendg

p.72 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。

6

新しいディスクグループがまだデポートされていない場合は、次のコマンドを実行し
てディスクグループをデポートします。
# vxdg deport vxfendg
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7

必ず、/etc/vxfenmode ファイルを更新して正しいディスクポリシーを指定してくださ
い。
詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System インストールガイド』を参照し
てください。

8

任意のノードで、vxfenswap ユーティリティを起動します。たとえば、vxfendg がコー
ディネータディスクグループとして使う新しいディスクグループの場合、次のコマンド
を実行します。
# vxfenswap -g vxfendg [-n]

このユーティリティのタスクは次のとおりです。

9

■

既存の /etc/vxfentab ファイルのバックアップを作成します。

■

各ノードで、変更するディスクグループ用のテストファイル /etc/vxfentab.test を
作成します。

■

vxfenswap コマンドで指定したディスクグループを読み取り、そのディスクグルー
プを各ノードの /etc/vxfentab.test ファイルに追加します。

■

すべてのノードで新しいディスクのシリアル番号が同じになっていることを確認し
ます。チェックが失敗すると、スクリプトは終了します。

■

各ノードで新しいディスクグループが I/O フェンシングをサポートできることを確
認します。

正常なディスクであることが確認されると、ユーティリティは、成功したことを報告し、
コーディネータディスクグループを置き換えるかどうかを確認します。

10 ユーティリティから表示されたメッセージを確認し、コーディネータディスクグループ
を置き換えることを確認します。置き換えない場合は、手順 13 にスキップします。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n) y

ユーティリティがコミットを正常に処理すると、ユーティリティは /etc/vxfentab.test
ファイルを /etc/vxfentab ファイルに移動します。
ユーティリティはこの新しいディスクグループで /etc/vxfendg ファイルも更新します。

11 新しいコーディネータディスクグループに対して、coordinator 属性の値を「on」に
設定します。
# vxdg -g vxfendg set coordinator=on

古いディスクグループに対して、coordinator 属性の値を「off」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off
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12 コーディネータディスクグループが変更されたことを確認します。
# cat /etc/vxfendg
vxfendg

コーディネータディスクグループの交換操作が完了しました。

13 コーディネータディスクグループを置き換えない場合は、プロンプトで n と答えます。
vxfenswap ユーティリティは、コーディネータディスクグループへのすべての変更を
ロールバックします。

オンラインになっているクラスタのディスク操作ポリシーの変更
オンラインのクラスタで、vxfenswap ユーティリティを使って、ディスク相互関係ポリシー
を DMP から RAW に変更できます。
ディスク相互関係ポリシーを変更するには

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。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (system01)
1 (system02)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

クラスタ内の各ノードで、/etc/vxfenmode ファイルを編集してディスクポリシーを変
更します。
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4

任意のノードから vxfenswap ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoordg [-n]

5

ディスクポリシー内の変更を確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: raw

回復したサイトからコーディネータディスクグループへのディスクの
追加
キャンパスクラスタ環境で、プライマリサイトが停止し、限定されたディスクセットを持つセ
カンダリサイトがオンラインになった場合を考えます。プライマリサイトが復元されると、プ
ライマリサイトのディスクも利用可能になり、コーディネータディスクとしての機能を果たす
ことができます。vxfenswap ユーティリティを使って、このディスクをコーディネータディス
クグループに追加できます。
回復したサイトからコーディネータディスクグループに新しいディスクを追加するには

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。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (system01)
1 (system02)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)
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3

コーディネータディスクグループの名前を確認します。
# cat /etc/vxfendg
vxfencoorddg

4

次のコマンドを実行します。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
c1t1d0s2
c2t1d0s2
c3t1d0s2

5

TYPE
DISK GROUP
STATUS
auto:cdsdisk
- (vxfencoorddg)
auto
- offline
auto
- offline

online

コーディネータディスクグループで使われるディスク数を確認します。
# vxfenconfig -l
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
Count
: 1
Disk List
Disk Name
Major Minor Serial Number
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2

6

32

48

Policy

R450 00013154 0312

dmp

プライマリサイトがオンラインになったら、クラスタ内の任意のノードで vxfenswap
ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoorddg [-n]

7

コーディネータディスクの数を確認します。
# vxfenconfig -l
I/O Fencing Configuration Information:
======================================
Single Disk Flag
: 0
Count
: 3
Disk List
Disk Name
Major Minor Serial Number
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2

32
32
32

48
32
16

Policy

R450 00013154 0312
R450 00013154 0313
R450 00013154 0314

dmp
dmp
dmp
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コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、スプリットブレインが
発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクに置き換える
ことができます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登
録します。
コーディネータディスクで失われたキーを更新するには

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。

2

クラスタがオンラインになっていることを確認します。
# vxfenadm -d

I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (system01)
1 (system02)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

3

次のコマンドを実行して、キーのないコーディネータディスクを表示します。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 0
No keys...
...
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4

任意のノードで、次のコマンドを実行して vxfenswap ユーティリティを開始します。
# vxfenswap -g vxfencoorddg [-n]

5

キーがコーディネータディスクに自動的に配置されていることを確認します。
# vxfenadm -s all -f /etc/vxfentab

Device Name: /dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
Total Number of Keys: 4
...

CP サーバーの管理
この項では、CP サーバーの管理および保守タスクを実行する方法を説明します。

cpsadm のコマンドの環境変数
表 3-3 に、cpsadm コマンドに必要な環境変数をまとめます。cpsadm コマンドは CP サー
バーと通信するときにこれらの環境変数を検出してその値を使います。ユーザーを認証
し、権限を確認するために使われます。
メモ: 環境変数は cpsadm コマンドが CP サーバーで実行されるときは必要ありません。
cpsadm コマンドが SFCFS クラスタノードで実行されるときに必要になります。
表 3-3

cpsadm のコマンドの環境変数

環境変数

説明

CPS_USERNAME

これは VxSS（showcred vssat）で設定される完
全修飾ユーザー名です。

CPS_DOMAINTYPE

次の値のいずれか:
■

vx

■

unixpwd

■

nis

■

nisplus

■

ldap

cpsadm コマンドを実行する前に、環境変数をシェルで直接エクスポートする必要があり

ます。次に例を示します。
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# export CPS_USERNAME=
# export CPS_DOMAINTYPE=

さらに、username と domaintype の値は CP サーバーに追加される値と同じです。これ
らの値を表示するには次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_user

CP サーバーデータベースからの SFCFS クラスタエントリの追加と
削除
■

SFCFS クラスタを CP サーバーデータベースに追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_clus -c cluster_name -u uuid

■

SFCFS クラスタを CP サーバーデータベースから削除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus -u uuid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

cluster_name

SFCFS クラスタ名。

uuid

SFCFS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

CP サーバーデータベースに対する SFCFS クラスタノードの追加と
削除
■

SFCFS クラスタノードを CP サーバーデータベースに追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_node -u uuid -n nodeid
-h host

■

SFCFS クラスタノードを CP サーバーデータベースから削除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_node -u uuid -n nodeid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

SFCFS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。
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nodeid

SFCFS クラスタノードのノード ID。

host

ホスト名

CP サーバーユーザーの追加または削除
■

ユーザーを追加するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_user -e user_name -f user_role
-g domain_type -u uuid

■

ユーザーを削除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_user -e user_name -g domain_type

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

user_name

CP サーバー設定に追加するユーザー。

user_role

ユーザーの役割。cps_admin または cps_operator。

domain_type

ドメインの種類。たとえば vx、unixpwd、nis、など。

uuid

SFCFS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

CP サーバーユーザーのリスト表示
CP サーバーユーザーのリストを表示するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

すべての SFCFS クラスタのノードのリスト表示
すべての SFCFS クラスタノードのノードをリスト表示するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

SFCFS クラスタのノードのメンバーシップのリスト表示
SFCFS クラスタのノードのメンバーシップをリスト表示するには
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次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a list_membership -c cluster_name
cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

cluster_name

SFCFS クラスタ名。

ノードの獲得
ノードを獲得するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a preempt_node -u uuid -n nodeid
-v victim_node id
cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

SFCFS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

SFCFS クラスタノードのノード ID。

victim_node id

victim ノードのホスト名。

ノードの登録と登録解除
■

ノードを登録するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a reg_node -u uuid -n nodeid

■

ノードを登録解除するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node -u uuid -n nodeid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

uuid

SFCFS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

nodeid

SFCFS クラスタノードのノード ID。

SFCFS クラスタへのユーザーのアクセスの有効化と無効化
■

SFCFS クラスタへのユーザーのアクセスを有効にするには

第 3 章 Storage Foundation Cluster File System とコンポーネントの管理
I/O フェンシングの管理

次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a add_clus_to_user -e user
-f user_role -g domain_type -u uuid
■

SFCFS クラスタへのユーザーのアクセスを無効にするには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a rm_clus_from_user -e user_name
-f user_role -g domain_type -u uuid

cp_server

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

user_name

CP サーバーに追加するユーザー名。

user_role

ユーザーの役割。cps_admin または cps_operator。

domain_type

ドメインの種類。たとえば vx、unixpwd、nis、など。

uuid

SFCFS クラスタの UUID（全世界で一意の ID）。

CP サーバーの停止
CP サーバーを停止するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a halt_cps

CP サーバーの接続性の確認
CP サーバーの接続性を確認するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

CP サーバーデータベースのスナップショットの取得
CP サーバーデータベースのスナップショットを取得するには
次のようにコマンドを入力します。
# cpsadm -s cp_server -a db_snapshot
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オンラインクラスタのコーディネーションポイントの交換
次の手順は、オンライン SFCFS クラスタでアプリケーションダウンタイムを発生させずに、
カスタマイズされたコーディネーションポイント（CP サーバーまたは SCSI-3 ディスク）の計
画された交換を実行するために使うことができます。
オンラインクラスタでの vxfen_mode=scsi3 の SCSI-3 ディスク型のフェンシングから
vxfen_mode=customized への移行は現在サポートされません。さらに、オンラインクラ
スタでの vxfen_mode=custmized から vxfen_mode=scsi3 への移行も現在サポートさ
れません。以下は、フェンシングがオンラインクラスタ内でカスタマイズされたモードで実
行していて、vxfen_mechanism=cps のときにコーディネーションポイントを交換する場
合の手順です。
SCSI-3 ディスク型のフェンシングから CP サーバーのカスタマイズされたフェンシングへ
移行する必要がある場合は、「新しい CP サーバーを持つ SFCFS クラスタでフェンシング
を有効にする」シナリオの手順を参照してください。
p.105 の 「CP サーバーの配備と移行のシナリオ」 を参照してください。
そのシナリオの手順は、SCSI-3 ディスク型フェンシングから移行するときはフェンシング
が scsi3 モードで設定されていることを除き、そのまま使用できます。「新しい CP サーバー
を持つ SFCFS クラスタでフェンシングを有効にする」シナリオでは、フェンシングは無効
モードで設定されています。
メモ: 複数のクラスタが同じ CP サーバーを共有する場合は、すべてのクラスタがこの交換
手順を独自に開始する必要があります。

オンラインクラスタのコーディネーションポイントの交換
次の手順では、SCSI-3 ディスクから新しい CP サーバーコーディネーションポイントに移
行する方法を説明します。
オンラインクラスタのコーディネーションポイントを交換するには

1

SFCFS クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたことを確認しま
す。
これは次のコマンドを実行することによって確認できます。
# cpsadm -s cp_server

-a list_nodes

# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで SFCFS クラスタノードが存在しない場合は、SFCFS クラスタが使用する新しい
CP サーバーを準備します。
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2

フェンシングが、コーディネーションポイントの古いセットを使用し、カスタマイズされ
たモードのクラスタで実行していることを確認します。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: CUSTOMIZED
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

この手順は、フェンシングがすでに /etc/vxfenmode ファイルの
vxfen_mode=customized および mechanism=cps を使って実行している場合に
のみ該当します。

3

各 SFCFS クラスタノードで /etc/vxfenmode ファイルのバックアップを作成します。

4

テキストエディタを使用して /etc/vxfenmode にアクセスし、値を新しい CP サーバー
（コーディネーションポイント）に更新します。
/etc/vxfenmode ファイルの値は SFCFS クラスタのすべてのノードで更新されなけ
ればなりません。
確認し、必要ならば、セキュリティ、コーディネーションポイント、および設定に該当
する場合は vxfendg に関する vxfenmode パラメータを更新します。
これらのパラメータと新しく可能な値の詳しい説明については vxfenmode ファイル
内のテキスト情報を参照してください。
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5

クラスタのノードの 1 つから vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要
とします。
デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには -n を使用します。
次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap -n
VERITAS vxfenswap version 5.1 Solaris
The logfile generated for vxfenswap is
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenswap.log.
19156
Please Wait...
VXFEN vxfenconfig NOTICE Driver will use customized fencing
- mechanism cps
Validation of coordination points change has succeeded on
all nodes.
You may commit the changes now.
WARNING: This may cause the whole cluster to panic
if a node leaves membership before the change is complete.

6

すべてのノードのコーディネーションポイントの検証が失敗した場合、vxfenswap
ユーティリティはコーディネーションポイントの交換操作をロールバックします。すべ
ての SFCFS クラスタノードでのバックアップファイルを使った /etc/vxfenmode の復
元へと進みます。
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7

変更をコミットするかどうかを確認するメッセージを表示されます。はいを意味する y
を入力します。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n)
y
Successfully completed the online
coordination point replacement operation.

8

vxfen ドライバによって現在使用されているコーディネーションポイントを確認するこ
とで、vxfenswap ユーティリティの正常な実行を確認します。
たとえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenconfig -l

メモ: 実行中のオンラインコーディネーションポイントの交換操作は、コマンド
vxfenswap -a cancel を使用していつでもキャンセルできます。

サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キー
の更新
オンラインコーディネーションポイント（CP サーバー）のキーの交換には、そのコーディ
ネーションポイントの登録の更新が含まれます。SFCFS クラスタでアプリケーション停止時
間を発生させずに CP サーバーで登録の計画的な更新を実行できます。
メモ: CP サーバーエージェントが CP サーバーデータベースのこのような登録の損失に
ついてのアラートを発行した場合は、CP サーバーで登録を更新します。
次の手順ではコーディネーションポイントの登録を更新する方法を説明します。
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サーバー型のフェンシングのコーディネーションポイントの登録キーの更新

1

SFCFS クラスタノードとユーザーが新しい CP サーバーに追加されたことを確認しま
す。
これは次のコマンドを実行することによって確認できます。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes
# cpsadm -s cp_server -a list_users

2

フェンシングが /etc/vxfenmode ファイルで指定されているコーディネーションポイ
ントを使用し、カスタマイズされたモードでクラスタ上で実行していることを確認しま
す。
たとえば、次のコマンドを入力します。
# vxfenadm -d
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: CUSTOMIZED
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)
# vxfenconfig -l

これは現在 I/O フェンシングによって使われているコーディネーションポイントを表
示する必要があります。
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3

クラスタのノードの 1 つから vxfenswap ユーティリティを実行します。
vxfenswap ユーティリティはすべてのクラスタノードへの安全な ssh の接続を必要
とします。デフォルトの ssh の代わりに rsh を使うには -n を使用します。
次に例を示します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenswap -n

VERITAS vxfenswap version 5.1 Solaris
The logfile generated for vxfenswap is
/var/VRTSvcs/log/vxfen/vxfenswap.log.
19156
Please Wait...
VXFEN vxfenconfig NOTICE Driver will use customized fencing
- mechanism cps
Validation of coordination points change has succeeded on
all nodes.
You may commit the changes now.
WARNING: This may cause the whole cluster to panic
if a node leaves membership before the change is complete.

4

変更をコミットするかどうかを確認するメッセージを表示されます。はいを意味する y
を入力します。
Do you wish to commit this change? [y/n] (default: n)
y
Successfully completed the online
coordination point replacement operation.

5

vxfenswap ユーティリティの実行が成功したことを確認します。CP エージェントが設
定されている場合、コーディネーションポイントの登録が見つかると ONLINE が報告
されます。CP サーバーおよびコーディネータディスクの登録はそれぞれ cpsadm お
よび vxfenadm ユーティリティを使って表示できます。
実行中のオンラインコーディネーションポイントの更新操作は以下のコマンドを使っ
ていつでも取り消すことができます。
# vxfenswap -a cancel

CP サーバーの配備と移行のシナリオ
表 3-4 に、サポート対象の配備と移行のシナリオ、および SFCFS クラスタと CP サーバー
ノードまたはクラスタで実行する必要がある手順を示します。
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表 3-4
シナリオ

CP サーバーの配備と移行のシナリオ
CP サーバー

SFCFS クラスタの CP 新しい CP サー
サーバーを初めて設 バー
定する

SFCFS クラスタ 必要な処理
コーディネーショ 指定された CP サーバーで、次のタ
ンポイントとして
スクを実行します。
CP サーバーを使
1 新しい CP サーバーを設定す
用する新規
る準備をします。
SFCFS クラスタ
2 CP サーバーを設定します。
SFCFS クラスタノードで、サーバー
型の I/O フェンシングを設定します。
手順については、『Storage
Foundation Cluster File System
インストールガイド』を参照してくださ
い。

既存の運用 CP サー 既存の運用 CP
バーに新しい
サーバー
SFCFS クラスタを追
加する

新しい SFCFS クラ SFCFS クラスタノードで、サーバー
スタ
型の I/O フェンシングを設定します。

既存の CP サーバー 新しい CP サー
から新しい CP サー バー
バーへコーディネー
ションポイントを交換
する

コーディネーショ 指定された CP サーバーで、次のタ
ンポイントとして
スクを実行します。
CP サーバーを使
1 新しい CP サーバーを設定す
用する既存
る準備をします。
SFCFS クラスタ
2 CP サーバーを設定します。

手順については、『Storage
Foundation Cluster File System
インストールガイド』を参照してくださ
い。

3

SFCFS クラスタで使用する新
しい CP サーバーを準備しま
す。

手順については、『Storage
Foundation Cluster File System
インストールガイド』を参照してくださ
い。
SFCFS クラスタノードで、
vxfenswap コマンドを実行して CP
サーバーの交換へと進みます。
p.100 の 「 オンラインクラスタのコー
ディネーションポイントの交換」 を参
照してください。
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シナリオ

CP サーバー

既存の CP サーバー 運用 CP サーバー
から運用 CP サー
バーコーディネー
ションポイントへコー
ディネーションポイン
トを交換する

SFCFS クラスタ 必要な処理
コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する既存
SFCFS クラスタ

指定された CP サーバーで、新しい
CP サーバーを手動で設定する準備
をします。
手順については、『Storage
Foundation Cluster File System
インストールガイド』を参照してくださ
い。
SFCFS クラスタで、vxfenswap コ
マンドを実行して CP サーバーの交
換へと進みます。
p.100 の 「 オンラインクラスタのコー
ディネーションポイントの交換」 を参
照してください。
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シナリオ

CP サーバー

新しい CP サーバー 新しい CP サー
コーディネーション バー
ポイントを持つ
SFCFS クラスタで
フェンシングを有効
にする

SFCFS クラスタ 必要な処理
フェンシングが無 指定された CP サーバーで、次のタ
効モードで設定さ スクを実行します。
れている既存の
1 新しい CP サーバーを設定す
SFCFS クラスタ
る準備をします。

2

新しい CP サーバーを設定し
ます。

3

SFCFS クラスタで使用する新
しい CP サーバーを準備しま
す。

メモ: この手順によ
り、SFCFS クラスタで
アプリケーションダウ
ンタイムが発生しま
す。

手順については、『Storage
Foundation Cluster File System
インストールガイド』を参照してくださ
い。
SFCFS クラスタノードで、以下の手
順を実行します。

1

SFCFS クラスタですべてのア
プリケーション、VCS、および
フェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべて
の SFCFS クラスタノードで実行
されるように）次のコマンドを使
用します。
# hastop -local

3

次のコマンドを使ってフェンシ
ングを停止します。
Solaris 9 システム: #
/etc/init.d/vxfen
stop
Solaris 10 システム:#
svcadm disable vxfen

4

SFCFS クラスタでフェンシング
を再設定します。
手順については、『Storage
Foundation Cluster File
System インストールガイド』を
参照してください。
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シナリオ

CP サーバー

運用 CP サーバー 運用 CP サーバー
コーディネーション
ポイントを持つ
SFCFS クラスタで
フェンシングを有効
にする

メモ: この手順によ

SFCFS クラスタ 必要な処理
フェンシングが無 指定された CP サーバーで、新しい
効モードで設定さ CP サーバーを設定する準備をしま
れている既存の
す。
SFCFS クラスタ
この手順については、『Storage
Foundation Cluster File System
インストールガイド』を参照してくださ
い。

り、アプリケーション
ダウンタイムが発生
します。

SFCFS クラスタノードで、以下のタス
クを実行します。

1

SFCFS クラスタですべてのア
プリケーション、VCS、および
フェンシングを停止します。

2

VCS を停止するには、（すべて
の SFCFS クラスタノードで実行
されるように）次のコマンドを使
用します。
# hastop -all

3

次のコマンドを使ってフェンシ
ングを停止します。
Solaris 9 システム: #
/etc/init.d/vxfen
stop
Solaris 10 システム:#
svcadm disable vxfen

4

SFCFS クラスタでフェンシング
を再設定します。
手順については、『Storage
Foundation Cluster File
System インストールガイド』を
参照してください。

アプリケーションダウ 運用 CP サーバー
ンタイムを発生させ
ずにコーディネー
ションポイント（CP
サーバー/コーディ
ネータディスク）の
SFCFS クラスタノー
ドの登録を更新する

コーディネーショ
ンポイントとして
CP サーバーを使
用する既存
SFCFS クラスタ

SFCFS クラスタで、vxfenswap コ
マンドを実行して CP サーバーの
キーを更新します。
p.103 の 「サーバー型のフェンシング
のコーディネーションポイントの登録
キーの更新」 を参照してください。
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CP サーバーと SFCFS クラスタの通信の設定の非セキュアからセ
キュアへの移行
次の手順では、CP サーバーと SFCFS クラスタの設定を非セキュアからセキュアへ移行
する方法を説明します。
CP サーバーと SFCFS クラスタの設定を非セキュアからセキュアへ移行するには

1

（CP サーバーを使用している）すべてのクラスタのすべての SFCFS クラスタノードで
フェンシングを停止します。
次に例を示します。
Solaris 9 システム:
# /etc/init.d/vxfen stop

Solaris 10 システム:
# svcadm disable vxfen

2

各 CP サーバーで次のコマンドを使ってすべての CP のサーバーを停止します。
# hagrp -offline CPSSG -any

3

CP サーバーと SFCFS クラスタノード間の通信のためにセキュリティが設定されてい
ることを確認します。
セキュリティが設定されていない場合は、以下を参照してください。
p.40 の 「 SFCFS クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について」 を参照してく
ださい。

4

各 CP サーバーの /etc/vxcps.conf を security=1 を設定するように変更します。

5

すべての CP サーバーで次のコマンドを使って CP サーバーを起動します。
# hagrp -online CPSSG -any

6

各 CP サーバーの各クライアントノードに次のユーザーを追加します。
_HA_VCS_hostname@HA_SERVICES@FQHN
このコマンドについての説明は、次のとおりです。 hostname は修飾なしのクライア
ントノード名で、FQHN はクライアントノードの完全修飾のホスト名です。
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CP サーバーデータベースにユーザーを追加します。
たとえば、CP サーバー（ eg_cpserver.symantecexample.com）で次のコマンドを
発行します。
# cpsadm -s eg_cpserver.symantecexample.com -a add_user -e¥
_HA_VCS_galaxy@HA_SERVICES@galaxy.symantec.com¥
-f cps_operator -g vx
User _HA_VCS_galaxy@HA_SERVICESgalaxy.symantec.com successfully added
# cpsadm -s eg_cpserver.symantecexample.com -a add_user -e¥
_HA_VCS_nebula6@HA_SERVICES@nebula.symantec.com¥
-f cps_operator -g vx
User _HA_VCS_nebula@HA_SERVICES@nebula.symantec.com successfully added

8

ユーザーにクラスタの管理を認可します。
たとえば、CP サーバー（ eg_cpserver.symantecexample.com）で次のコマンドを
発行します。
# cpsadm -s eg_cpserver.symantecexample.com -a¥
add_clus_to_user -c cpcluster¥
-u {f0735332-1dd1-11b2-a3cb-e3709c1c73b9}¥
-e _HA_VCS_galaxy@HA_SERVICES@galaxy.symantec.com¥
-f cps_operator -g vx
Cluster successfully added to user
_HA_VCS_galaxy@HA_SERVICES@galaxy.symantec.com privileges.

9

各 SFCFS クラスタの /etc/vxfenmode ファイルを security=1 を設定するように変
更します。

10 /etc/vxfenmode ファイルを変更した後、フェンシングを開始するために SFCFS ク
ラスタノードで vxfen init スクリプトを実行します。
例:
Solaris 9 システム:
# /etc/init.d/vxfen start

Solaris 10 システム:
# svcadm enable vxfen
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チューニングパラメータ VXFEN について
この項では、VXFEN のチューニングパラメータの概念と、VXFEN モジュールを再設定
する方法について説明します。
表 3-5 は、VXFEN ドライバのチューニングパラメータについて説明しています。
表 3-5

VXFEN のチューニングパラメータ

vxfen のパラメータ

説明と値: デフォルト、最小値、最大値

vxfen_debug_sz

デバッグログのバイト単位のサイズです。
■

vxfen_max_delay

値
デフォルト: 65536
最小値: 65536
最大値: 256K

スプリットブレインが発生したときに、小さい方のサブクラスタが、より
大きなサブクラスタとコーディネータディスクの制御をめぐって競合す
るまでに待機する最大時間を秒数で指定します。
これは、vxfen_max_delay 値より大きい値にする必要があります。
■

vxfen_min_delay

値
デフォルト: 60
最小値: 1
最大値: 600

スプリットブレインが発生したときに、小さい方のサブクラスタが、より
大きなサブクラスタとコーディネータディスクの制御をめぐって競合す
るまでに待機する最小時間を秒数で指定します。
この値は、vxfen_max_delay の値より小さくする必要があります。
■

vxfen_vxfnd_tmt

値
デフォルト: 1
最小値: 1
最大値: 600

I/O フェンシングドライバ VxFEN が、指定のタスクの完了後に I/O
フェンシングデーモン VXFEND が戻ってくるのを待つ時間を秒数で
指定します。
■

値
デフォルト: 60
最小値: 10
最大値: 600
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ネットワーク分割イベントの場合、値がより小さいサブクラスタではコーディネータディスク
の獲得を競う前に遅延が発生します。この遅延時間を指定することにより、値がより大き
いサブクラスタがコーディネータディスクを獲得できるようになります。vxfen_max_delay
および vxfen_min_delay の各パラメータは、遅延を秒単位で定義します。

VXFEN モジュールパラメータの設定
カーネルドライバのチューニングパラメータを調整した後、パラメータの変更を有効にす
るには VSFEN モジュールを再設定する必要があります。
次の手順例を実行すると、vxfen_min_delay パラメータの値が変化します。
各 Solaris ノードで、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを編集し、vxfen ドライバのグロー
バルチューニングパラメータ vxfen_max_delay と vxfen_min_delay の値を変更しま
す。
メモ: パラメータ変更を有効にするには、VXFEN モジュールを再起動する必要がありま
す。
VxFEN パラメータを設定し、Vxfen モジュールを再設定するには

1

ファイル /kernel/drv/vxfen.conf を編集して vxfen_min_delay 値を 30 に変更し
ます。
VXFEN の次の例は、vxfen_min_delay パラメータを変更する前のデフォルトファイ
ル /kernel/drv/vxfen.conf の内容を示しています。
#
# VXFEN configuration file
#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=1;

ファイルを編集して vxfen_min_delay の値を 30 に変更すると、デフォルトファイル
/kernel/drv/vxfen.conf に含まれる値は、次のようになります。
#
# VXFEN configuration file
#
name="vxfen" parent="pseudo" instance=0 dbg_log_size=65536
vxfen_max_delay=60 vxfen_min_delay=30;

デフォルトファイルに加えた編集を確認した後、ファイルを閉じて保存します。

2

Stop VCS.
# hastop -local
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3

VXFEN モジュールの設定を解除します。
# vxfenconfig -U

4

VXFEN モジュール ID を確認します。
# /usr/sbin/modinfo | grep -i vxfen

モジュール ID は出力の 1 番目の列に表示されている数字です。

5

確認したモジュール ID を使って、VXFEN モジュールをロード解除します。
# /usr/sbin/modunload -i module_ID

6

Solaris 10 を実行しているシステムでは、update_drv コマンドを実行し
て、/kernel/drv/vxfen.conf ファイルを再読込します。
# /usr/sbin/update_drv vxfen

メモ: modunload コマンドがドライバモジュールに対してよく使われます。このコマン
ドは、関連のドライバ設定ファイルをシステムが強制的に再読込するようにします。こ
の手順とコマンドが Solaris 9 では機能した場合でも、以降のリリースでは正しく機
能しない場合があります。Solaris 10 が実行されているシステムに対してドライバ設
定ファイルを再読込するためにサポートされている方法は、update_drv コマンドを
利用する方法です。詳しくは、update_drv(1M) の項を参照してください。

7

VXFEN モジュールを設定します。
# vxfenconfig -c

8

VCS を起動します。
# hastart

4
Veritas Extension for Oracle
Disk Manager の使用
この章では以下の項目について説明しています。
■

Oracle Disk Manager について

■

Oracle Disk Manager と Storage Foundation Cluster Files System について

■

Oracle Disk Manager と Oracle Managed Files について

■

Veritas Extension for Oracle Disk Manager の設定

■

既存のデータベースストレージを Oracle Disk Manager 用として準備する方法

■

Quick I/O ファイルの Oracle Disk Manager ファイルへの変換

■

Oracle Disk Manager が設定されていることの検証

■

Oracle Disk Manager 機能の無効化

■

Cached ODM について

Oracle Disk Manager について
Veritas Extension for Oracle Disk Manager は、特に Oracle10g 以上の製品用に設
計されており、ファイル管理およびディスク I/O 性能を向上させます。Oracle Disk Manager
の機能は、Veritas File System のファイルシステム上に構成されたデータベースの最適
化機能の 1 つです。Oracle Disk Manager を使うと、Oracle10g 以上のユーザーは、特
殊な I/O 最適化により、I/O の多い作業負荷を持つデータベースの性能を改善できま
す。
Veritas Extension for Oracle Disk Manager は Oracle Resilvering をサポートします。
Oracle Resilvering では、ストレージ層が Oracle データベースから、ミラー化されたデー
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タファイルのどの領域またはブロックをシステムクラッシュ後に再同期するのかという情報
を受信します。Oracle Resilvering は VxVM DRL からのオーバーヘッドを避けてパ
フォーマンスを高めます。
Oracle Disk Manager では Oracle Managed Files の拡張サポートが用意されており、
管理オーバーヘッドが減少します。Veritas Extension for Oracle Disk Manager には
Quick I/O と同様の機能がありますが、ユーザーに対して透過的です。Veritas Quick
I/O とは異なり、Veritas Extension for Oracle Disk Manager を使って管理するファイ
ルでは、特別なファイル命名規則が必要ありません。Oracle Disk Manager インター
フェースは通常のデータベースファイルを使います。Oracle10g 以上にアップグレードす
る場合は Quick I/O から Oracle Disk Manager に変換する必要があります。
データベース管理者は、Oracle 製品で使うデータファイルの種類を選択できます。従来、
ファイルシステムに配置したファイルと RAW デバイスのどちらを選択するかは、管理性
およびパフォーマンスに基づいて行われました。ただし、Oracle Parallel Server での使
用を目的とするデータベースは例外です。この場合、多くのプラットフォームで RAW デ
バイスが必要です。パフォーマンスよりも管理性が重要な場合、一般に、ファイル形式と
してファイルシステムのファイルが推奨されます。ただし、アプリケーションによっては、最
初に実装されたときに十分な I/O 必要条件が満たせないような場合、I/O 必要条件が変
更されることがあります。アプリケーションが I/O スループットに依存するようになると、ファ
イルシステムから RAW デバイスへのデータファイルの変換が必要な場合があります。
Oracle Disk Manager は、Oracle10g 以上のバージョンと連携して高いパフォーマンス
と管理性の両方を実現するように設計されています。Oracle Disk Manager では、Oracle
のファイル管理および VxFS ファイルシステム上や RAW デバイスまたはパーティション
上にあるデータベースストレージに対する I/O 呼び出しがサポートされています。この機
能は、動的にロードされる共有ライブラリとして提供され、この共有ライブラリはロードされ
るときに Oracle にバインドされます。Oracle Disk Manager ライブラリは、起動時にカー
ネルにロードされて、Oracle Disk Manager ドライバと連動します。
Oracle10g 以上にアップグレードする場合は Quick I/O から Oracle Disk Manager に
変換する必要があります。
Oracle Disk Manager を使うメリットは次のとおりです。
■

ファイルおよび RAW デバイスに対する本格的なカーネル非同期 I/O

■

システムコールに対するオーバーヘッドの軽減

■

VxFS ファイルシステムに隣接するようにファイルに領域を事前に割り当てることによ
るファイルシステムレイアウトの改善

■

ファイルシステム上のファイルでの RAW デバイスと同じパフォーマンス

■

ユーザーに対する透過性

■

連続するデータファイルの割り当て
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Oracle Disk Manager によるデータベースパフォーマンスの改善方法
Oracle Disk Manager では、次により、VxFS ファイルシステムに対するデータベースの
I/O パフォーマンスを向上させます。
■

カーネルの非同期 I/O のサポート

■

ダイレクト I/O のサポートと二重バッファリングの回避

■

データベースファイルに対するカーネル書き込みロックの回避

■

1 回のシステムコールでの複数の同時 I/O のサポート

■

複数の Oracle インスタンスによるファイルの二重オープンの回避

■

連続するデータファイルの割り当て

カーネルの非同期 I/O サポートについて
非同期 I/O では、ブロッキングされていないシステムレベルの読み取りおよび書き込みが
実行されます。これにより、システムは複数の I/O 要求を同時に実行できます。カーネル
非同期 I/O は、コンテキストの切り替えを最小限にして作業を完了させるために、I/O が
カーネル内のディスクデバイスドライバにキューイングされるため、ライブラリ非同期 I/O
より優れています。

ダイレクト I/O サポートと二重バッファリングの回避について
read() および write() システムコールを使うファイルシステムに対する I/O は、通常、デー
タを 2 回コピーします。1 回目はユーザーとカーネル領域の間で、2 回目はカーネル領
域とディスクの間で実行されます。対照的に、RAW デバイスの I/O は、ユーザー領域と
ディスク間で直接コピーされるため、1 回分のコピー操作が短縮されます。RAW デバイ
スの I/O と同様に、Oracle Disk Manager の I/O でも余分のコピーが回避されます。
Oracle Disk Manager は、システムキャッシュをバイパスし、RAW デバイスと同じ効率で
ファイルにアクセスします。二重バッファリングの回避により、システム上のメモリオーバー
ヘッドを軽減できます。カーネルからユーザーのアドレス空間へのコピーが回避されるた
め、カーネルモードでのプロセッサの使用率が大幅に軽減され、解放されたプロセッササ
イクルによって今までよりも多くのアプリケーションコードを実行できます。

データベースファイルのカーネル書き込みロックの回避について
write() システムコールを使ってデータベース I/O を実行すると、システムコールごとに、
ファイルに対するカーネルの書き込みロックの取得および解放が行われます。このロック
により、同一ファイルで同時に書き込み操作が実行されるのを防ぎます。通常、データ
ベースシステムには、ファイルに対する同時アクセスを管理する独自のロック機能が実装
されているため、ファイルごとの書き込みロックは不要な I/O 操作です。Oracle Disk
Manager は、ファイルシステムによるロックをバイパスし、データベースサーバーがデー
タアクセスを制御できるようにします。
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1 回のシステムコールでの複数の同時 I/O のサポートについて
非同期 I/O を実行すると、Oracle プロセスは I/O の完了を待つ間は他に実行できる処
理が存在しないため、完了を待ちながら追加 I/O 要求を発行したり、特定の I/O 要求を
待機する場合があります。また、Oracle プロセスは別のファイルに対して要求を発行する
場合もあります。このすべての動作は、Oracle で Oracle Disk Manager I/O インター
フェースが使われていれば、1 回のシステムコールで実現できます。このインターフェー
スによって、同じ作業を完了するために実行されるシステムコール数が削減されるため、
プロセス内のユーザー空間とカーネル空間のコンテキスト切り替え回数が減ります。

ファイルを二重に開くことの回避について
Oracle Disk Manager では、「ファイル識別子」が用意されており、ファイルを 1 回のみ
開くことが許されます。これはファイルの「識別」と呼ばれます。同じファイル識別子を、
Oracle インスタンス内の他のプロセスで使うことができます。ファイルの状態は、カーネル
内の Oracle Disk Manager ドライバによって保持されます。ファイルのオープンコール
数が減少することで、プロセスの初期化時と終了時の処理オーバーヘッドが減少し、ま
た、カーネル内で必要なファイル状態の構造数が減少します。

連続するデータファイルの割り当てについて
Oracle Disk Manager は、ソートクエリーやパラレルクエリーなどの一時表領域を使うク
エリーのパフォーマンスを向上させることができます。Oracle Disk Manager を使わない
場合、Oracle は一時表領域用のデータファイルを初期化しません。したがって、データ
ファイルはスパースファイルになり、通常、断片化されます。スパースファイルまたは断片
化されたファイルでは、クエリーパフォーマンスが低下します。Oracle Disk Manager を
使うと、一時表領域用のデータファイルは初期化されて連続的に割り当てられるため、ス
パースファイルにはなりません。

Oracle Disk Manager と Storage Foundation Cluster
Files System について
Oracle Disk Manager は、SFCFS 環境内にあるクラスタ化ファイルへのアクセスをサポー
トします。Veritas Storage Foundation Cluster File System ライセンスがある場合、
ODM はシリアル排他モードで SFCFS ファイルをサポートします。このモードでは、一度
に 1 つのノードから各 SFCFS ファイルにアクセスできますが、複数ノードから同時アクセ
スすることはできません。
クラスタサポートモードについて詳しくは mount_odm（1）マニュアルページを参照してく
ださい。
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Oracle Disk Manager と Oracle Managed Files につい
て
Oracle10g 以上では、OMF（Oracle Managed Files）と呼ばれる機能が提供されます。
OMF では、ファイル名、ファイルの場所、ストレージ属性、ファイルがデータベースで使
用されているかどうかなどのデータファイル属性が管理されます。OMF は、ファイルシス
テム内に存在するデータベースに対してのみサポートされます。OMF の機能は、Oracle
Disk Manager によって大幅に拡張されています。
OMF の主な必要条件は、データベースがファイルシステムのファイルに配置されている
ことです。また、ファイルシステム自体に必要な前提条件は、他にもあります。
OMF はファイル管理機能の 1 つであり、次の機能を持っています。
■

一意なファイル名の指定が不要

■

Oracle 10g 以降の表領域自動拡張機能により、動的な領域管理を提供

OMF は、動的なファイルシステムの拡張をサポートしているストライプ化論理ボリューム
内に構成したファイルシステム上でのみ使用してください。また、OMF の使用を対象とし
たファイルシステムでは、表領域の自動拡張を容易にするため、大容量かつ拡張可能な
ファイルをサポートする必要があります。このため、RAW パーティションは、OMF には使
えません。
デフォルトでは、OMF データファイルは、自動拡張機能により作成されます。この属性
は、既存のデータベースの保持および新しいアプリケーションの実装と関連するキャパシ
ティ計画を軽減します。時間の経過とともに拡張される表領域に伴い発生するディスクの
断片化により、データベース管理者には、自動拡張可能な表領域を考慮する際に注意
が必要でした。Oracle Disk Manager はこの点を改善しました。
Oracle Disk Manager を OMF と組み合わせて使うと、自動拡張時に表領域に割り当て
られる領域も含めて、データファイルには必ず隣接したディスク容量が割り当てられるよう
に、Veritas Extension for Disk Manager で考慮されます。表および索引スキャンのス
ループットは、表領域の拡張に伴って低下することはありません。

Oracle Disk Manager と Oracle Managed Files の連携
次の例は、Oracle Disk Manager と Oracle Managed Files（OMF）との関係を示してい
ます。例では、init.ora の内容とデータベースインスタンスを起動するコマンドを示しま
す。Oracle の取り消し（UNDO）管理を簡略化するには、Oracle10g 以降の新しい
init.ora パラメータ UNDO_MANAGEMENT を AUTO に設定します。これは、システム管理
UNDO と呼ばれます。
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メモ: OMF データベースを構築する前に、init.ora の適切なデフォルト値が必要です。
この値により、CREATE DATABASE 文の実行後に、SYSTEM 表領域、オンライン REDO ロ
グ、制御ファイルの場所を制御できます。
$ cat initPROD.ora
UNDO_MANAGEMENT = AUTO
DB_CREATE_FILE_DEST = '/PROD'
DB_CREATE_ONLINE_LOG_DEST_1 = '/PROD'
db_block_size = 4096
db_name = PROD
$ sqlplus /nolog
SQL> connect / as sysdba
SQL> startup nomount pfile= initPROD.ora

Oracle インスタンスが起動します。
Total System Global Area 93094616 bytes
Fixed Size 279256 bytes
Variable Size 41943040 bytes
Database Buffers 50331648 bytes
Redo Buffers 540672 bytes
EMP_TABLE 表領域に関連付けられたファイルを、EMP_INDEX 表領域とは別のディレクト

リに配置するレイアウトを実装するには、ALTER SYSTEM 文を使います。この例では、OMF
によるファイル名、storage 句とパスの取り扱い方法を示します。このレイアウトにより、表
領域をデータファイルの集合ではなくファイルシステム内のオブジェクトと見なすことがで
きます。OMF では、Oracle Disk Manager のファイルサイズ変更機能が使われるため、
表領域ファイルは、デフォルトサイズ 100 MB で最初に作成され、必要に応じて拡張され
ます。拡張を制限するには MAXSIZE 属性を使います。
次の例に、OMF データベースを作成するコマンドと、それぞれの場所に EMP_TABLE と
EMP_INDEX 表領域を作成するコマンドを示します。
メモ: OMF が機能する上でディレクトリが存在する必要があるため、SQL*Plus HOST コマ
ンドを使ってディレクトリを作成しています。
SQL> create database PROD;

データベースが作成されます。
SQL> HOST mkdir /PROD/EMP_TABLE;
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CREATE_FILE_DEST = '/PROD/EMP_TABLE';

システムが変更されました。
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SQL> create tablespace EMP_TABLE DATAFILE AUTOEXTEND ON MAXSIZE ¥
500M;

表領域が作成されました。
SQL> ALTER SYSTEM SET DB_CREATE_FILE_DEST = '/PROD/EMP_INDEX';

システムが変更されました。
SQL> create tablespace EMP_INDEX DATAFILE AUTOEXTEND ON MAXSIZE ¥
100M;

表領域が作成されました。
ls コマンドを使って、新しく作成されたデータベースを表示します。
$ ls -lFR
total 638062
drwxr-xr-x 2 oracle10g dba
drwxr-xr-x 2 oracle10g dba
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
./EMP_INDEX:
total 204808
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
ora_emp_inde_BEakGfun.dbf
./EMP_TABLE:
total 204808
-rw-r--r-- 1 oracle10g dba
ora_emp_tabl_BEak1LqK.dbf

96 May 3 15:43 EMP_INDEX/
96 May 3 15:43 EMP_TABLE/
104858112 May 3 17:28 ora_1_BEhYgc0m.log
104858112 May 3 17:27 ora_2_BEhYu4NA.log
806912 May 3 15:43 ora_BEahlfUX.ctl
10489856 May 3 15:43 ora_sys_undo_BEajPSVq.dbf
104861696 May 3 15:4 ora_system_BEaiFE8v.dbf
186 May 3 15:03 PROD.ora

104861696 May 3 15:43

104861696 May 3 15:43

Veritas Extension for Oracle Disk Manager の設定
Veritas Extension for Oracle Disk Manager は Veritas Storage Foundation Standard
および Enterprise 製品に含まれます。Veritas Extension for Oracle Disk Manager
は、Veritas Storage Foundation Standard または Enterprise 製品と Oracle10g また
はそれ以降がインストールされると有効になります。Veritas Extension for Oracle Disk
Manager ライブラリは、{ORACLE_HOME}/lib ディレクトリのライブラリにリンクされます。
SFCFS ファイルシステム上ではなく、ローカルの Oracle インストールを実行する場合、ク
ラスタ内のすべてのノードで ODM リンクを実行する必要があります。
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Veritas Extension for Oracle Disk Manager を設定するには、次の条件を満たす必要
があります。
前提条件

■

Veritas Storage Foundation for cluster File System がユーザーの
システムにインストールされている必要があります。
■ Oracle10g またはそれ以降がユーザーのシステムにインストールされて
いる必要があります。
■ Cached Quick I/O が使用可能である場合、Cached Quick I/O がデー
タファイルに対して有効な場合は、Oracle Disk Manager を有効にしな
いでください。

使用に関する注意
事項

■

Quick I/O 機能が使用可能のときは、Oracle Disk Manager は非同期
I/O の実行に Quick I/O ドライバを使うため、デフォルトの Quick I/O マ
ウントオプションを削除しないように注意してください。
■ Oracle10g 以上または Veritas Storage Foundation for Cluster File
System がインストールされていない場合、またはカーネルで VxFS 5.0
を使えない場合、Oracle はデフォルトのファイルアクセス方法を使いま
す。

既存のデータベースストレージを Oracle Disk Manager
用として準備する方法
VxFS ファイルシステム内の Quick I/O 以外のファイルは、Oracle Disk Manager と連携
するために、一切の変更をする必要はありません。ファイルは、デフォルトで Oracle Disk
Manager I/O として検出され識別されます。Oracle Disk Manager データファイルの性
能を最適化するには、ファイルの断片化が解消されている必要があります。
VxFS ファイルシステム内で使用している Quick I/O ファイルを Oracle Disk Manager
に移動する場合、qio_convertdbfiles -u コマンドを使用して Quick I/O ファイルを
通常のファイルに変換してください。
Oracle Disk Manager を使用するには、Oracle10g 以上を実行している必要がありま
す。

Quick I/O ファイルの Oracle Disk Manager ファイルへ
の変換
Quick I/O ファイルを使っていた環境で、Oracle10g 以上を使って Veritas 製品を稼動
する場合は、Quick I/O ファイルを通常のファイルに変換することをお勧めします。これは
アップグレード後に行う必要があります。
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メモ: Oracle Disk Manager は Oracle10g 以上専用であるため、以前のバージョンの
Oracle（Oracle8.x 以下）を使っている環境では、Quick I/O ファイルを Oracle Disk
Manager ファイルへ変換できません。
Oracle Disk Manager は非同期 I/O の実行に Quick I/O ドライバを使います。デフォル
トの Quick I/O マウントオプションを削除しないように注意してください。
Quick I/O ファイルを Oracle Disk Manager ファイルに変換するには

1

Oracle DBA として、qio_getdbfiles を実行してすべてのデータファイルの一覧
を取得します。
$ /opt/VRTS/bin/qio_getdbfiles -T ora -a

一覧は、mkqio.dat という名前のファイルに出力されます。

2

データベースを停止します。

3

Oracle DBA として、mkqio.dat ファイルを含むディレクトリで qio_convertdbfiles
を実行します。qio_convertdbfiles スクリプトはすべての Quick I/O ファイルを
ODM ファイルに変換します。
$ /opt/VRTS/bin/qio_convertdbfiles -T ora -u

4

データベースインスタンスを再起動します。

Oracle Disk Manager が設定されていることの検証
Oracle Disk Manager が設定されていることを検証する前に、次の条件を満たしている
ことを確認します。
前提条件

■

/opt/VRTSodm/lib/libodm.so が存在している必要があります。

■

Oracle 10g を使っている場合は、
$ORACLE_HOME/lib/libodm10.so が
/opt/VRTSodm/lib/sparcv9/libodm.so にリンクされています。

■

Oracle 11g を使っている場合は、
$ORACLE_HOME/lib/libodm11.so が
/opt/VRTSodm/lib/sparcv9/libodm.so にリンクされています。

■

Opteron オペレーティングシステムでOracle 10g を使っている場合は、
$ORACLE_HOME/lib/libodm10.so が
/opt/VRTSodm/lib/amd64/libodm.so にリンクされています。

123

124

第 4 章 Veritas Extension for Oracle Disk Manager の使用
Oracle Disk Manager が設定されていることの検証

Oracle Disk Manager が設定されていることを検証するには

1

ODM 機能がライセンスに含まれていることを検証します。
# /opt/VRTS/bin/vxlicrep | grep ODM

出力は ODM が有効になっていることを検証します。
メモ: ODM 機能を含んでいるライセンスキーが期限切れになっていないことを検証
します。ライセンスキーが期限切れになっている場合、ODM 機能は使えません。

2

VRTSodm パッケージをインストールしていることを確認します。
# pkginfo VRTSodm
system VRTSodm Veritas Oracle Disk Manager

3

libodm.so が存在することを確認します。

32 ビット版 Oracle9i を実行する場合は次のコマンドを使います。
# ls -lL /opt/VRTSodm/lib/libodm.so
-rw-r--r-- 1 root sys 14336 Apr 25 18:42
/opt/VRTSodm/lib/libodm.so

64 ビット版 Oracle9i を実行する場合は次のコマンドを使います。
# ls -lL /opt/VRTSodm/lib/sparcv9/libodm.so
-rw-r--r-- 1 root sys 14336 Apr 25 18:42
/opt/VRTSodm/lib/sparcv9/libodm.so

Oracle Disk Manager が実行されていることを検証するには

1

Oracle データベースを起動します。

2

インスタンスが Oracle Disk Manager 機能を使っていることを確認します。
# cat /dev/odm/stats
# echo $?
0

第 4 章 Veritas Extension for Oracle Disk Manager の使用
Oracle Disk Manager 機能の無効化

3

Oracle Disk Manager がロードされていることを検証します。
# modinfo | grep ODM | grep VRTS
162 7b76c000

4

184a0

25

1

odm (VRTS ODM 5.1.10.00,REV=MP1u)

警告ログで、Oracle インスタンスが実行されていることを検証します。ログに次のよう
な出力が含まれている必要があります。
Oracle instance running with ODM: Veritas 5.1.00.00 ODM Library,
Version 2.0

Oracle Disk Manager 機能の無効化
Oracle Disk Manager 機能は通常のファイルを使うので、この機能を無効にすることに
より、すぐに通常の VxFS ファイルとしてファイルにアクセスできます。
Oracle Disk Manager 機能を無効にする手順は、32 ビット版および 64 ビット版の
Oracle10g ともに同じです。
メモ: Quick I/O を使う VxFS に変換するには、次の手順に従って Oracle Disk Manager
を無効にし、ファイルを Quick I/O ファイルに変換します。
p.122 の 「Quick I/O ファイルの Oracle Disk Manager ファイルへの変換」 を参照してく
ださい。
Oracle Disk Manager 機能を無効にする前に、ファイルのバックアップを作成しておくと
安全です。
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Oracle インスタンス内の Oracle Disk Manager 機能を無効にするには

1

データベースインスタンスを停止します。

2

rm コマンドと ln コマンドを使って、Oracle Disk Manager ライブラリへのリンクを削

除します。
Oracle 11g の場合、次のとおりに入力します。
# rm ${ORACLE_HOME}/lib/libodm11.so
# ln -s ${ORACLE_HOME}/lib/libodmd11.so ¥
${ORACLE_HOME}/lib/libodm11.so

Oracle 10g の場合、次のとおりに入力します。
# rm ${ORACLE_HOME}/lib/libodm10.so
# ln -s ${ORACLE_HOME}/lib/libodmd10.so ¥
${ORACLE_HOME}/lib/libodm10.so

Opteron 上の Oracle 10g の場合、次のとおりに入力します。
# rm ${ORACLE_HOME}/lib/libodm10.so
# ln -s ${ORACLE_HOME}/lib/libodmd10.so ¥
${ORACLE_HOME}/lib/libodm10.so

3

データベースインスタンスを再起動します。

Cached ODM について
ODM I/O は通常ファイルシステムキャッシュをバイパスし、ディスクから直接読み込み、
ディスクに直接書き込みます。Cached ODM によって一部の I/O はキャッシュを使用し
て先読みを行うことができ、ODM I/O パフォーマンスを改善できます。Cached ODM は、
Oracle からの I/O ごとのヒントを基に条件形式のキャッシュを実行します。ヒントは Oracle
がデータに対して何を行うかを示します。ODM はこれらのヒントを使用してキャッシュを実
行し、一部の読み取りで先読みを行いますが、ODM は同じファイルであってもその他の
読み込みではキャッシュを使用しません。
Cached ODM はローカルマウントファイルでのみ有効にできます。Cached ODM はキャッ
シュを有効にしなかったファイルおよびファイルシステムのパフォーマンスに影響しませ
ん。
p.127 の 「ファイルシステムの Cached ODM の有効化」 を参照してください。
Cached ODM は 2 つの方法で設定できます。1 つ目の設定方法は、ファイルごとにすべ
ての I/O のキャッシュをオンまたはオフにします。2 つ目の設定方法は ODM の cachemap
を調整します。cachemap はファイルの種類と I/O の種類の組み合わせをキャッシュアド
バイザリへとマップします。

第 4 章 Veritas Extension for Oracle Disk Manager の使用
Cached ODM について

p.127 の 「個々のファイルの Cached ODM 設定の調整」 を参照してください。

ファイルシステムの Cached ODM の有効化
ファイルシステムに対する Cached ODM は最初は無効になっています。ファイルシステ
ムのマウント後に、vxtunefs コマンドの odm_cache_enable オプションを設定して、ファ
イルシステムに対する Cached ODM を有効にします。
vxtunefs（1M）のマニュアルページを参照してください。

メモ: この vxtunefs コマンドを使うと、このファイルシステム上のすべての ODM ファイル
のキャッシュが有効になります。
ファイルシステムの Cached ODM を有効にするには

1

VxFS ファイルシステム /database01 で Cached ODM を有効にします。
# vxtunefs -s -o odm_cache_enable=1 /database01

2

/etc/vx/tunefstab ファイルにファイルシステムエントリを追加すると、以後のマウ

ントでもこの設定を有効にできます。
/dev/vx/dsk/datadg/database01 odm_cache_enable=1
tunefstab（4）マニュアルページを参照してください。

個々のファイルの Cached ODM 設定の調整
odmadm setcachefile コマンドを使用すると、特定のファイルの cachemap を無視し

て、ODM がファイルへの I/O をすべてキャッシュに保存する、またはいずれもキャッシュ
に保存しないようにできます。キャッシュ状態は、ON、OFF、DEF（デフォルト）のいずれか
にできます。キャッシュ状態 DEF は条件キャッシュで、I/O ごとに、ODM は cachemap
を調べ、指定されたファイルの種類と I/O の種類の組み合わせをキャッシュに保存する
必要があるかどうかを判断します。キャッシュ状態 ON は、指定されたファイルを常にキャッ
シュに保存し、キャッシュ状態 OFF は指定されたファイルをキャッシュに保存しません。
odmadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

メモ: ファイルシステムに対する Cached ODM を有効にしている場合に限り、キャッシュア
ドバイザリが機能します。odm_cache_enable フラグが 0 に設定されている場合は、特定
のファイルのキャッシュアドバイザリを有効（ON）に設定しても、そのファイルシステムのす
べてのファイルに対する Cached ODM が無効（OFF）になります。
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特定のファイルで無条件キャッシュを有効にする方法
◆

/mnt1/file1 ファイルで無条件キャッシュを有効にします。
# odmadm setcachefile /mnt1/file1=on

このコマンドにより、ODM は file1 からのすべての読み取りをキャッシュに保存しま
す。
特定のファイルでキャッシュを無効にする方法
◆

/mnt1/file1 ファイルでキャッシュを無効にします。
# odmadm setcachefile /mnt1/file1=off

このコマンドにより、ODM は file1 からの読み取りをキャッシュに保存しません。
ファイルの現在のキャッシュアドバイザリの設定を確認する方法
◆

/mnt1/file1 および /mnt2/file2 ファイルの現在のキャッシュアドバイザリ設定を

確認します。
# odmadm getcachefile /mnt1/file1 /mnt2/file2
/mnt1/file1,ON
/mnt2/file2,OFF

すべてのファイルをデフォルトのキャッシュアドバイザリにリセットする方法
◆

すべてのファイルをデフォルトのキャッシュアドバイザリにリセットします。
# odmadm resetcachefiles

5
Storage Foundation Cluster
File System のエージェント
この章では以下の項目について説明しています。
■

Storage Foundation Cluster File System のエージェントについて

■

Storage Foundation Cluster File System のエージェント

■

Veritas Cluster Server のクラスタコンポーネント

■

エージェントとエージェントのリソースの変更

■

Storage Foundation Cluster File System の管理インターフェース

■

CFSMount エージェント

■

CFSfsckd エージェント

■

CVMCluster エージェント

■

CVMVolDg エージェント

Storage Foundation Cluster File System のエージェン
トについて
エージェントは、事前定義済みのリソースタイプを管理するプロセスです。エージェントは
VCS から設定情報を取得し、それを使ってリソースを起動します。その後、リソースを定
期的に監視し、リソースの状態に応じて VCS を更新します。
エージェントは通常次のことを行います。
■

リソースをオンラインにする

■

リソースをオフラインにする
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■

リソースを監視し、状態の変化を VCS に報告する

ボリュームを RVG（Replicated Volume Group）の一部として使用するには、必要な RVG
エージェントを設定します。CVMVolDg リソースは RVG の一部であるボリュームの管理
または監視をサポートしません。
RVG エージェントについて詳しくは、『Veritas Cluster Server Agents for Veritas Volume
Replicator 設定ガイド』を参照してください。
VCS 付属エージェントは VCS の一部であり、VCS のインストール時にインストールされま
す。クラスタ機能エージェントは、Veritas File System と Veritas Volume Manager
（VxVM）に用意されている VCS のアドオンリソースです。クラスタ機能エージェントとリ
ソースタイプは VRTScavf パッケージの一部であり、cfscluster config コマンドを実
行すると設定されます。
『Veritas 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。
ここでは、次の内容について説明します。
■

「Storage Foundation Cluster File System のエージェント」

■

「Veritas Cluster Server のクラスタコンポーネント」

■

「エージェントとエージェントのリソースの変更」

■

「Storage Foundation Cluster File System の管理インターフェース」

Storage Foundation Cluster File System のエージェン
ト
SFCFS には以下のエージェントが含まれています。
■

「CFSMount エージェント」

■

「CFSfsckd エージェント」

■

「CVMCluster エージェント」

■

「CVMVolDg エージェント」

Veritas Cluster Server のクラスタコンポーネント
リソース、属性、サービスグループはクラスタ機能に不可欠なコンポーネントです。
詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
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リソース
リソースは、ハードウェアまたはソフトウェアのエンティティです。そのようなエンティティに
は、ディスク、ボリューム、ファイルシステムマウントポイント、ネットワークインターフェース
カード（NIC）、IP アドレス、アプリケーション、データベースなどがあります。各リソースは
連携し、クライアント/サーバーモデルのクライアントにサービスを提供するサーバーとして
動作します。各リソースタイプは、そのリソースの属性とともに types.cf ファイルに定義
されています。VCS 設定ファイル main.cf には、リソースの属性の値が含まれます。
main.cf ファイルは、include 指示語を使って、types.cf に記載されたリソースを組み
込みます。

属性
属性には、クラスタ、ノード、サービスグループ、リソース、リソースタイプ、およびエージェ
ントに関する属性値が含まれます。リソースは、特定の属性の指定された値によって設定
され、特定の方法で機能します。リソースの属性値を変更すると、VCS エージェントによ
るリソースの管理方法が変わります。属性は定義と値で構成されます。属性を定義するに
は、属性のデータ形式と値の種類を指定します。属性には、値が指定されないときに割
り当てられるデフォルト値も定義することができます。

サービスグループ
サービスグループは、関連するリソースで構成されます。サービスグループをオンライン
にすると、グループ内のすべてのリソースがオンラインになります。

エージェントとエージェントのリソースの変更
VCS Cluster Manager の GUI を使うか、または VCS コマンド（hastatus や haconf な
どの ha コマンド）をコマンドラインから入力することにより、エージェントによって管理され
るリソースの設定を修正できます。main.cf ファイルを直接編集することもできますが、変
更内容を有効にするには、システムを再ブートする必要があります。サンプルの main.cf
ファイルは /etc/VRTSvcs/conf/sample_cvm ディレクトリにあります。
クラスタファイルシステムのリソース管理には、Veritas Cluster Server の GUI を使うこと
をお勧めします。
『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

ファイルシステムクラスタ機能のリソースとサービスグループ
VCS を通してクラスタマウントを管理するには、各種のリソースタイプ、リソース、サービス
グループが必要です。
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Veritas Volume Manager クラスタ機能（CVM）で必要な VCS リソースタイプは次のとお
りです。
■

CVMCluster

■

CVMVolDg

CVMCluster は CVM の操作全体を制御します。CVMCluster のエージェントは CVM
クラスタを制御します。VCS 環境で必要な CVMCluster のリソースは 1 つだけです。
CVMCluster リソースを追加するときは、CVM の標準的な設定手順を使うことをお勧め
します。手順では cvm という名前のサービスグループを作成し、リソースを設定に追加し
ます。
p.133 の 「Storage Foundation Cluster File System の管理インターフェース」 を参照し
てください。
SFCFS 機能に必要な VCS リソースタイプは、次のとおりです。
■

CFSfsckd

■

CFSMount

CFSfsckd は SFCFS 機能に必須のリソースタイプです。CFSfsckd エージェントはクラス
タファイルシステムのチェック（fsck コマンド）デーモン vxfsckd を起動します。クラスタ
マウントを正しく行うには、このデーモンが動作している必要があります。CVMCluster に
関しては、CFSfsckd 用に 1 つのリソースインスタンスのみが必要です。これらのリソース
を SFCFS 設定プロセスを使って追加します。このプロセスでは、リソースを cvm サービス
グループに追加します。
p.133 の 「cfscluster コマンド」 を参照してください。
各 CVMVolDg リソースが 1 つの共有ディスクグループとそのディスクグループの 1 つ以
上の共有ボリュームを制御します。CVMVolDg リソースは、ディスクグループを有効にし、
ディスクグループのアクティブ化モードを設定します。各 CFSMount リソースは指定した
マウントポイントの共有ボリュームのクラスタマウントを制御します。また、CFSMount リソー
スは、マウントポイントに関連付けられたオプションも追跡します。
これらのリソースインスタンスは SFCFS 設定中に自動的には追加されません。SFCFS ク
ラスタ管理コマンドを使って、必要に応じて追加する必要があります。
メモ: CFSMount リソースと CVMVolDg リソースは cvm サービスグループには追加され
ません。これらは別のサービスグループに追加する必要があります。
p.134 の 「cfsmntadm コマンド」 を参照してください。
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リソースとサービスグループ間の依存関係
リソースとサービスグループの間の依存関係は、リソースとサービスグループがオンライン
およびオフラインになる順序を指定します。これらは正しい順序で行われる必要がありま
す。
SFCFS に必要な各種のリソースとサービスグループはこれらの依存関係（リンク）のルー
ルに従う必要があります。
■

CFSMount リソースは対応する CVMVolDg リソースに依存する

■

CVMVolDg リソースを含むサービスグループは cvm サービスグループに依存する

Storage Foundation Cluster File System の管理イン
ターフェース
SFCFS 管理インターフェースを使うと、SFCFS に必要なリソースを、正しい属性と属性間
の正しいリンクで簡単に作成できます。

Storage Foundation Cluster File System のリソース管理コマンド
クラスタファイルシステムの機能を管理するためには、5 つの VCS エージェントが必要で
す。これらの各リソースはいくつかの属性と属性間の依存関係を持ちます。リソースの管
理を容易にするために、5 つの SFCFS 管理コマンドが提供されています。クラスタファイ
ルシステムの管理にはこれらのコマンドのみを使うことをお勧めします。
表 5-1 に SFCFS のコマンドをまとめます。
表 5-1

SFCFS のコマンド

コマンド

説明

cfscluster

クラスタ設定コマンド

cfsmntadm

クラスタマウントされたファイルシステム上でポリシーを追加、削除、変更、設
定する

cfsdgadm

共有ディスクグループをクラスタ設定に追加する、または構成から削除する

cfsmount

共有ボリュームにクラスタファイルシステムをマウントする

cfsumount

共有ボリュームのクラスタファイルシステムをマウント解除する

cfscluster コマンド
cfscluster コマンドは主として、CVM と SFCFS を設定したり設定解除するために使わ

れ、クラスタ内の任意のノードから実行できます。cfscluster config コマンドを実行す
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る前に、VCS を起動しておく必要があります。cfscluster config コマンドはすべての
リソースタイプ定義を追加し、CVMCluster タイプと CFSfsckd タイプにリソースインスタン
スを 1 つずつ追加します。cfscluster config コマンドはリソースをオンラインにし、
cfscluster status コマンドを使って VCS の状態を問い合わせます。
p.131 の 「ファイルシステムクラスタ機能のリソースとサービスグループ」 を参照してくださ
い。
cfscluster unconfig コマンドはリソースをオフラインにし（CFSMount リソースを除く）、

クラスタファイルシステムを管理するために使われていたすべてのリソースとサービスグ
ループを削除します。
cfscluster（1M）のマニュアルページを参照してください。
cfsumount コマンドを使って CFSMount リソースを手動でオフラインにしてから、
cfscluster unconfig コマンドを実行する必要があります。

cfsmntadm コマンド
各クラスタマウントを制御するために、1 つの CVMVolDg リソースと 1 つの CFSMount リ
ソースが必要です。これらのリソースは cfsmntadm add を使って追加できます。cfsmntadm
コマンドは、引数にマウントポイント、共有ボリュームおよび共有ディスクグループをとりま
す。任意でサービスグループ名を指定することもできます。サービスグループ名を指定す
る場合、cfsmntadm コマンドは新しいサービスグループを作成し（そのサービスグループ
がまだない場合）、cvm サービスグループに依存するように設定します。サービスグルー
プを指定しない場合、cfsmntadm add は追加される各 CFS マウントの新しいサービスグ
ループを作成します。次に、このコマンドは指定されたサービスグループに CVMVolDg
を追加し、これを指定されたディスクグループと関連付けます（その種類のリソースが同じ
サービスグループにまだない場合）。続いて、cfsmntadm add は CFSMount リソースを
追加し、これを CVMVolDg リソースとリンクします。その後、リソース属性に適切な値を設
定します。すべてのマウントポイント（同じ共有ディスクグループ内にそのデバイスを持つ）
を同じサービスグループに追加することをお勧めします。
p.131 の 「ファイルシステムクラスタ機能のリソースとサービスグループ」 を参照してくださ
い。
cfsmntadm を使うと、ファイルシステムスナップショットや Storage Checkpoint の追加、

リソースの削除、表示、変更、クラスタマウントされたファイルシステムのプライマリ選択ポ
リシーの設定を行うこともできます。
cfsmntadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

cfsdgadm コマンド
cfsdgadm コマンドは共有ディスクグループの管理インターフェースです。cfsdgadm を

使うと、クラスタ設定への共有ディスクグループの追加、共有ディスクグループの削除、ア
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クティブ化モードの変更、共有ディスクグループの設定情報の表示を行うことができます。
cfsdgadm で指定する共有ディスクグループは、事前に存在する必要があります。
cfsdgadm（1M）のマニュアルページを参照してください。

メモ: cfsmntadm delete コマンドを実行しても CFSfsckd リソースの ActivationMode
属性からディスクグループ名は削除されません。ディスクグループ内のボリュームまたは
ボリュームセットが VCS 設定にない場合は、cfsdgadm delete を使用してディスクグ
ループ名を ActivationMode 属性から削除する必要があります。

cfsmount コマンドと cfsumount コマンド
cfsmount コマンドは、1 つ以上のノードの共有ボリュームにクラスタファイルシステムをマ

ウントします。ノードを指定しない場合、クラスタファイルシステムは、クラスタ内のすべて
の関連付けられたノードにマウントされます。cfsmount を実行する前に、cfsmntadm
add コマンドを使って、共有ボリュームのクラスタマウントインスタンスを定義しておく必要
があります。cfsumount コマンドは 1 つ以上の共有ボリュームをマウント解除します。
cfsmount（1M）マニュアルページを参照してください。

図 5-1 に SFCFS のサービスグループとリソースの依存関係をまとめます。
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SFCFS サービスグループとリソース間の依存関係

図 5-1

cfs_sg1

cfs_sg21

CFSMount=cfsmount
(link)

CFSMount=cfsmount CFSMount=cfsmount
(link)

CVMVolDG=cvmvold

(link)

CVMVolDG=cvmvoldg2

cvm
CVMCluster=cvm_clusCFSfsckd=vxfsckd

main.cf ファイルの例
main.cf ファイルの例を以下に示します。
include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
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include "CVMTypes.cf"
cluster cfs_cluster (
UserNames = { admin = HMNfMHmJNiNNlVNhMK }
Administrators = { admin }
CredRenewFrequency = 0
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
)
system system01 (
)
system system02 (
)
group cvm (
SystemList = { system01 = 0, system02 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system01, system02 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
ActivationMode @system01 = { cfsdg = sw }
ActivationMode @system02 = { cfsdg = sw }
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = cfs_cluster
CVMNodeId = { system01 = 0, system02 = 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
//
{
//
CVMCluster cvm_clus
//
{
//
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
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//
}
//
}
// }
group vrts_vea_cfs_int_cfsmount1 (
SystemList = { system01 = 0, system02 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system01, system02 }
)
CFSMount cfsmount1 (
Critical = 0
MountPoint = "/mnt0"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cfsdg/vol1"
NodeList = { system01 , system02 }
)
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskGroup = cfsdg
CVMVolume = { vol1 }
CVMActivation @system01 = sw
CVMActivation @system02 = sw
CVMVolumeIoTest = { vol}
)
requires group cvm online local firm
cfsmount1 requires cvmvoldg1
// resource dependency tree
//
// group vrts_vea_cfs_int_cfsmount1
// {
// CFSMount cfsmount1
//
{
//
CVMVolDg cvmvoldg1
//
}
// }

CVMTypes.cf ファイルの例
CVMTypes.cf ファイルの例を以下に示します。
type CVMCluster (
static int NumThreads = 1
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
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static str ArgList[] = { CVMTransport, CVMClustName, CVMNodeAddr,
CVMNodeId, PortConfigd, PortKmsgd, CVMTimeout }
str CVMClustName
str CVMNodeAddr{}
str CVMNodeId{}
str CVMTransport
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
)
type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation, CVMVolume }
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume, CVMActivation }
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume, CVMActivation,
CVMVolumeIoTest, CVMDGAction }
str CVMDiskGroup
str CVMDGAction
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolumeIoTest
temp int voldg_stat
)
type CVMVxconfigd (
static int FaultOnMonitorTimeouts = 2
static int RestartLimit = 5
static str ArgList[] = { CVMVxconfigdArgs }
static str Operations = OnOnly
keylist CVMVxconfigdArgs
)

CFSTypes.cf ファイルの例
CFSTypes.cf ファイルの例を以下に示します。
type CFSMount (
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList, ForceOff,
SetPrimary }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int OnlineWaitLimit = 1
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, MountOpt, Primary }
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
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str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp str Primary
str SetPrimary
temp str RemountRes
str ForceOff
)
type CFSfsckd (
static int RestartLimit = 1
str ActivationMode{}
)

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また
はオフラインにし、監視します。CFSMount エージェントの実行可能ファイルは
/opt/VRTSvcs/bin/CFSMount/CFSMountAgent 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。
表 5-2 に CFSMount エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 5-2

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

ブロックデバイスまたはファイルシステムスナップショットをクラスタモード
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（必要な場合強制マウント解除を
行う）。

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

CFS マウントポイントを null にします。

attr_change

新しいマウントオプションでファイルシステムを再マウントします。ファイ
ルシステムの新しいプライマリを設定します。ファイルシステムに
fsclustadm ポリシーを設定します。

表 5-3 に CFSMount エージェントの属性をまとめます。
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CFSMount エージェントの属性

属性

データ形式と値の種類 定義

BlockDevice（必須）

文字列 - スカラー

マウントポイントに指定するブロックデバイス。

MountPoint（必須）

文字列 - スカラー

マウントポイントのディレクトリ。

NodeList

文字列 - キーリスト

マウントするノードのリスト。

文字列 - スカラー

プライマリファイルシステム選択ポリシーのノードリスト

（必須）
Policy（オプション）

MountOpt（オプション） 文字列 - スカラー

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。
■

VxFS 固有のオプションのみを使う

■

VxFS 固有のオプションを指定するために -o フラグを使わない

■

-F vxfs ファイルシステムタイプオプションを使わない

■

cluster オプションは必須ではない

■

次の例のようにカンマ区切りリストでオプションを指定する
ro
ro,cluster

blkclear,mincache=closesync
ユーザー設定ではなく、システムのみが使う

MountType、Primary、
SetPrimary、
RemountRes、ForceOff
（内部）

CFSMount タイプ定義
CFSMount タイプ定義を以下に示します。
type CFSMount (
static keylist RegList = { MountOpt, Policy, NodeList, ForceOff,
SetPrimary }
static int FaultOnMonitorTimeouts = 1
static int OnlineWaitLimit = 1
static str ArgList[] = { MountPoint, BlockDevice, MountOpt,
Primary }
str MountPoint
str MountType
str BlockDevice
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str MountOpt
keylist NodeList
keylist Policy
temp str Primary
str SetPrimary
temp str RemountRes
str ForceOff
)

CFSMount 設定の例
CFSMount 設定の例を以下に示します。
CFSMount testdg_test01_fsetpri (
Critical = 0
mountPoint = “/mnt1”
BlockDevice = “/dev/vx/dsk/testdg/test01”
)
CFSMount testdg_test02_fsetpri (
Critical = 0
MountPoint = “/mnt2”
BlockDevice = “/dev/vx/dsk/testdg/test02”
MountOpt = “blkclear,mincache=closesync”
)

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。
表 5-4 に CFSfsckd エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 5-4

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。
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エントリポイント

説明

Clean

CFS マウントポイントを null にします。

CFSfsckd エージェントには、必須の属性もオプションの属性もありません。

CFSfsckd タイプ定義
CFSfsckd タイプ定義を以下に示します。
type CFSfsckd (
static int RestartLimit = 1
str ActivationMode{}
)

CFSfsckd 設定の例
CFSfsckd 設定の例を以下に示します。
CFSfsckd vxfsckd (
)

CVMCluster エージェント
CVMCluster エージェントは、CVM と関連付けられたクラスタポート上のノードメンバー
シップを制御します。CVMCluster リソースは CVMVxconfigd リソースを必要とし、
CVMVxconfigd に依存するように設定する必要があります。CVMCluster エージェント
の実行可能ファイルは /opt/VRTSvcs/bin/CVMCluster/CVMClusterAgent です。タ
イプ定義は /etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.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。
表 5-5 に CVMCluster エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 5-5

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。

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。

Clean

CFS マウントポイントを null にします。

表 5-6 に CVMCluster エージェントの属性をまとめます。
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表 5-6
属性

CVMCluster エージェントの属性
データ形式と値の種類

定義

CVMClustName（必 文字列 - スカラー
須）

クラスタ名

CVMNodeAddr（必 文字列 - 関連
須）

ホスト名と IP アドレスのリスト

CVMNodeId（必須） 文字列 - 関連

ホスト名と LLT ノード番号のリスト

CVMTransport（必 文字列 - 関連
須）

CVM トランスポートモード。gab また
は udp のどちらか。SFCFS の場合、
有効なトランスポートモードは gab の
み。

PortConfigd（必須） 整数 - スカラー

vxconfigd レベルの通信に CVM が
使うポート番号。

PortKmsgd（必須） 整数 - スカラー

カーネルレベルの通信に CVM が使
うポート番号。

整数 - スカラー

クラスタの再構成時に CVM が使うタ
イムアウト。

CVMTimeout（必
須）

CVMCluster タイプ定義
type CVMCluster (
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
int PortConfigd
int PortKmsgd
int CVMTimeout
)

CVMCluster 設定の例
CVMCluster 設定の例を以下に示します。
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CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = cfs_cluster
CVMNodeId = { system01 = 1, system02 = 2 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)

CVMVolDg エージェント
CVMVolDg エージェントは、ディスクグループ内の VxVM 共有ボリュームをオンラインま
たはオフラインにし、監視します。CVMVolDg エージェントの実行可能ファイルは
/opt/VRTSvcs/bin/CVMVolDg/CVMVolDg です。タイプ定義は
/etc/VRTSvcs/conf/config/CVMTypes.cf ファイルに格納されます。
表 5-7 に CVMVolDg エージェントのエントリポイントをまとめます。
表 5-7

CVMVolDg 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

共有ディスクグループのアクティブ化モードを設定し、ボリュームをオンライ
ンにします。

Offline

共有ディスクグループのアクティブ化モードを「オフ」に設定します。

Monitor

ディスクグループとボリュームがオンライン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。

attr_changed

指定の共有ディスクグループのアクティブ化モードを変更します。

表 5-8 に CVMVolDg エージェントの属性をまとめます。
表 5-8

CVMVolDg エージェントの属性

属性

データ形式と値の種類

定義

CVMDiskGroup（必須）

文字列 - スカラー

共有ディスクグループ名

CVMVolume（必須）

文字列 - キーリスト

共有ボリューム名。このリストは、
リソースがオンラインになるのを
許可する前にボリュームが正し
い状態にあること、およびボ
リュームが有効な状態であるこ
とを確認するために使用されま
す。
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属性

データ形式と値の種類

定義

CVMActivation（必須）

文字列 - スカラー

ディスクグループのアクティブ化
モード。共有書き込み（sw）に
設定する必要があります。これ
はローカライズされた属性です。

CVMVolumeIoTest（オプショ
ン）

文字列 - キーリスト

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
のリスト。 ポーリングは、リスト内
の最大 10 のボリュームに対し
て監視サイクルごとに 1k の読
み取り形式で行われます。

CVMVolDg タイプ定義
CVMVolDg タイプ定義を以下に示します。
type CVMVolDg (
static keylist RegList = { CVMActivation, CVMVolume }
static int OnlineRetryLimit = 2
static int OnlineTimeout = 400
static str ArgList[] = { CVMDiskGroup, CVMVolume, CVMActivation,
CVMVolumeIoTest, CVMDGAction }
str CVMDiskGroup
str CVMDGAction
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolume
str CVMActivation
keylist CVMVolumeIoTest
temp int voldg_stat
)

CVMVolDg 設定の例
CVMVolDg 設定の例を以下に示します。
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskgroup = testdg
CVMVolume = { vol1, vol2, mvol1, mvol2, snapvol }
CVMVolumeIoTest = { snapvol }
CVMActivation @system1 = sw
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CVMActivation @system2 = sw
)

147

148

第 5 章 Storage Foundation Cluster File System のエージェント
CVMVolDg エージェント

6
クラスタ化された NFS
この章では以下の項目について説明しています。
■

クラスタ化された NFS について

■

クラスタ化された NFS のしくみ

■

cfsshare のマニュアルページ

■

クラスタ化された NFS の設定および設定解除

■

NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致

■

クラスタ化された NFS の管理

■

NFS クライアントで NFS エクスポートされたファイルシステムをマウントする方法

■

Solaris 10 での NFS デーモンの SMF の無効化

■

クラスタ化された NFS のデバッグ

クラスタ化された NFS について
以前のリリースでは、SFCFS スタックでは、アクティブ/アクティブ設定でのロックの再生利
用の複雑さから NFS 処理にはアクティブ/パッシブ設定のみが許可されていました。この
新しいクラスタ化された NFS 機能は、ノードの障害を適切に処理し、通知することなく既
存のロック許可を偶発的に失うことがないような方法でロックを再生利用します。
このリリースは NFS のバージョン 3. のみをサポートします。
p.169 の 「NFS クライアントで NFS エクスポートされたファイルシステムをマウントする方
法」 を参照してください。
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クラスタ化された NFS のしくみ
このクラスタ化された NFS 機能は、CFS を使用して複数のノードでマウントされている同
じファイル システムを、フェールオーバー時に機能を失うことなくこれらのノードの任意の
組み合わせから NFS を介して共有できるようにします。NFS ロックサーバーのフェール
オーバーは、古いノードによって解放され猶予期間中に新しいノードと通信するクライア
ントによって再生利用されているすべてのロックを含みます。

基本設計
基本設計は、VCS でノード間でフェールオーバーできる仮想 IP（VIP）リソースを管理し、
これらのリソースの処理に使用する手順にコードを追加して NFS レベルの操作を適切に
処理することです。他の関係するリソースはすべて、参加しているすべてのノードでアク
ティブです。共有の領域に保存されるロックデータは仮想 IP リソースとのロック手順で管
理および使用され、すべてのロックがクライアントによって適切に再生利用されると同時
に、不適切なロックが間違ったタイミングで行われないようにします。このような干渉ロック
は、サービスの停止と VxFS カーネルコード内のロック処理という新しい機能を組み合わ
せることで防止されます。
カーネル内の新しいコードと通信するために、fsclustadm のコマンドはプライベートの
ioctl 呼び出しにコマンドラインインターフェースを追加するように変更されました。

内部のクラスタ化された NFS の機能
この項では、クラスタ化された NFS ソリューションの一部であるトリガとアクションスクリプト
の内部機能を説明します。

preonline トリガ
preonline スクリプトは、IP フェールオーバーおよびノードの障害発生時にノードステー

タスモニタ（通常、statd または rpc.statd デーモンと呼ばれます）によって作成される
ロックステータスファイルをコピーします。
preonline スクリプトは IP フェールオーバーまたはノードの障害発生時に以下を行いま

す。
■

IP およびそれが最後にオンラインだったノードを見つけます。

■

IP が次にオンラインになるノードを見つけます。

■ /opt/VRTS/bin/fsclustadm frlpause_enable と /opt/VRTS/bin/fsclustadm

frlock_pause を呼び出して、ファイルシステムがフェールオーバー中に新しいロッ

クを割り当てないようにします。
■

すべてのノードでロックおよびステータスサービスを停止してロックの認可を防ぎます。
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から /locks/sm/nextonline/sm/ ディレクトリにす
べてのファイルをコピーします。
ここで、locks は、ロック情報を格納するために作成されるファイルシステムです。
lastonline は、VIP リソースが以前にオンラインだったノードです。
nextonline は、VIP リソースが次にオンラインになるノードです。

■ /locks/sm/lastonline/sm/

■ /opt/VRTS/bin/fsclustadm frlock_resume を呼び出してロックの割り当てを再

開します。
メモ: preonline トリガの最後に、すべてのロックサービスがすべてのノードで停止し、
再起動されるまで NFS ロックを要求することはできません。

postonline トリガ
各 VIP の postonline スクリプトは IP フェールオーバーまたはノードの障害発生時に
以下を行います。
■

すべてのノードでロックサービス、トリガの再生利用、および猶予モードを開始します。

■

ステータスモニタの再起動によって状態ディレクトリのすべてのロックステータスファイ
ルをスキャンし、すべてのノードと通信してロックを再生利用します。状態ファイルは処
理された後で削除され、再生利用メッセージが適宜送信されます。

■

ロックサーバーは猶予モードに入り、クライアントに猶予期間中のロックの回復のみを
許可します。猶予期間中に新しいロックを割り当てることはありません。

postoffline トリガ
postoffline スクリプトは IP フェールオーバーで以下を行います。
■ /opt/VRTS/bin/fsclustadm frlpause_disable

を呼び出して内部の使用カウ

ンタを減らします。
■

カーネルは内部カウンタを保持してシステムでアクティブな IP アドレスの数を追跡す
るので、/opt/VRTS/bin/fsclustadm frlpause_enable への各呼び出しは
/opt/VRTS/bin/fsclustadm frlpause_disable への呼び出しと対応付ける必
要があります。システムにアクティブな IP がない場合は、無効モードになります。

メモ: このトリガは管理上開始されたフェールオーバーの場合のみ呼び出されます。実際
のシステム障害と再ブートはこの段階で処理されているローカル状態を破棄します。これ
は以前に VIP をホストしていたノードで呼び出される 1 つのトリガで、他はテイクオーバー
するサーバーで呼び出されます。

151

152

第 6 章 クラスタ化された NFS
cfsshare のマニュアルページ

アクション
■

各ノードに、/opt/VRTSvcs/bin/IP/actions/nfscfs ファイルがインストールされ
ます。このファイルは指定のノードで NFS ロックデーモンを起動および停止するため
に使われます。action スクリプトは、トリガからのリモートコマンド実行用の rsh、ssh、
または hacli を使用する代わりに使用されます。

■

各ノードに、/opt/VRTSvcs/bin/Application/actions/nfscfsapp ファイルがイ
ンストールされます。このファイルは、cfsshare config と cfsshare unconfig を
使って CNFS ソリューションを設定および設定解除するときに使われます。

cfsshare のマニュアルページ
このクラスタ化された NFS 機能は、cfsshare と呼ばれる新しい設定ユーティリティを
VRTScavf のパッケージに、また、並列 NFS サーバーリソースを管理するための VCS 設
定に追加される複数のスクリプトを追加します。cfsshare コマンドは cfsmntadm のよう
な他のユーティリティによって作成された VCS のリソースを変更します。
cfsshare（1M）のマニュアルページを参照してください。

クラスタ化された NFS の設定および設定解除
この項では、クラスタ化された NFS を設定および設定解除する方法を説明します。

クラスタ化された NFS の設定
cfsshare config [-n] shared_disk_group shared_volume mount_point

CNFS ソリューションは、すべてのクラスタノードでマウントされる、/locks などの共有ファ
イルシステムを必要とします。
ローカル状態追跡ディレクトリには、NFS サーバーとのトランザクションがある各 NFS クラ
イアント用のファイルが含まれます。ローカル状態追跡ディレクトリは次のとおりです。
/var/statmon/sm

これは、すべてのクラスタノードで locks/sm/nodename/sm へのシンボリックリンクを作
成します。これによって、ノードが停止している場合でも、クラスタノード用のロック状態ファ
イルにクラスタ内の他のノードからアクセスできます。
-n オプションは、cfsshare が /locks/sm/nodename/sm へのシンボリックリンクを作成

されるのをユーザーが望まない場合に使用できます。このオプションが使用された場合、
ユーザーは手動でシンボリックリンクを作成する必要があります。
config オプションは VCS 設定にこの共有ファイルシステムを追加します。cfsnfssg と呼

ばれる特別な並列サービスグループに対応する CFSMount リソースを作成します。
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cfsnfssg サービスグループに NFS リソースも作成します。これに加えて、新しい
ApplicationNone 型の別のリソースが lockd および statd デーモンを監視するために
作成されます。
cfsshare config -n オプションを実行する場合は、次の手順を実行する必要があります。

1

各ノードで、locks ディレクトリ内に次のディレクトリを作成します。
# mkdir -p /locks/sm/nodename/sm

2

各クラスタノードで、/locks/sm/nodename/sm から /var/statmon/sm へのシン
ボリックリンクを作成します。
# ln -sf /locks/sm/nodename/sm /var/statmon

3

いずれかのクラスタノードで次のコマンドを実行して、/locks/sm の所有者、グルー
プ、および権限を設定します。
# chown -R daemon:daemon /locks/sm
# chmod -R 755 /locks/sm

サービスグループ cfsnfssg_dummy
CNFS 設定の一部として、cfsnfssg_dummy と呼ばれるサービスグループが作成されま
す。このサービスグループは通常オフラインです。
VCS で作成できるサービスグループの数には制限があります。この制限に達した場合、
cfsnfssg_dummy は、リソースが cfsshare unshare および cfsshare delete 操作
中に作成されるサービスグループとして機能します。
GroupLimit 属性について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。

クラスタ化された NFS の設定解除
cfsshare unconfig

このコマンドは設定段階のすべての手順をもとに戻すために使われます。
メモ: 共有中の CFS ファイルシステムがある場合、このコマンドは失敗します。
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NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致
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。

VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番号の確認
以下の項では、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

3

36,43000 Mar 22 16:4 1

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。
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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。
メモ: 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 だけです。
# grep vx /etc/name_to_major

ノード A の出力:
vxdmp 30
vxio 32
vxspec 33
vxfen 87
vxglm 91

ノード B の出力:
vxdmp 30
vxio 36
vxspec 37
vxfen 87
vxglm 91

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: Preexisiting major number 32
These are available numbers on this system: 128...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.
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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: Preexisiting 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ブートします。

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
番号の調整に進んでください。

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ブートが必要です。

クラスタ化された NFS の管理
この項では、クラスタ化された NFS のシナリオを説明します。
p.160 の 「クラスタ化された NFS の設定例」 を参照してください。
p.164 の 「main.cf ファイル例」 を参照してください。

NFS 共有 CFS ファイルシステムの表示
cfsshare display

このコマンドは現在クラスタノードによって NFS 共有されている CFS ファイルシステムを
表示します。
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VCS に以前に追加された CFS ファイルシステムの共有
cfsshare share mount_point [share_options]

このコマンドを実行する前に、ユーザーは cfsmntadm コマンドを実行して共有ファイル
システムを VCS 設定に追加し、cfsmount コマンドを実行して共有ファイルシステムを
mount_point でマウントする必要があります。これらのコマンドが実行されると、
mount_point に対応する CFSMount リソースがデフォルトのサービスグループ
（vrts_vea_cfs_int_cfsmountnumber のような名前）またはユーザーが指定した別の
サービスグループで作成されます。
cfsshare share コマンドは、mount_point に対応する CFSMount リソースおよび関連

付けられた CVMVolDg リソースを（config オプションを使用して作成された）cfsnfssg
サービスグループに移動します。さらに、このコマンドは同じ cfsnfssg サービスグループ
内の CFSMount リソースの上に共有リソースを作成します。
メモ: VCS にはサービスグループ間でリソースを移動する機能がありません。cfsshare
コマンドは、cfsnfssg サービスグループに新しい CFSMount および CVMVolDg リソー
スを作成し、元のサービスグループから対応するリソースを削除します。
新しく作成されるリソースの名前は元のリソースの名前とは異なります。

以前の共有 CFS ファイルシステムの共有解除
cfsshare unshare mount_point

このコマンドを実行する前に、ユーザーは cfsshare share コマンドを実行する必要が
あります。
cfsshare unshare コマンドを使って、ユーザーは mount_point でマウントされている

ファイルシステムの共有を停止できます。このコマンドは、mount_point に対応する
Share、CFSMount、および CVMVolDg リソースを cfsnfssg サービスグループから新し
く作成されるサービスグループに移動します。Share リソースはオフラインになり、その後
削除されます。
メモ: VCS にはサービスグループ間でリソースを移動する機能がありません。cfsshare
コマンドは、新しく作成されるサービスグループに新しい CFSMount および CVMVolDg
リソースを作成し、元のサービスグループから対応するリソースを削除します。
新しく作成されるリソースの名前は元のリソースの名前とは異なります。
cfsmntadm delete コマンドを実行しても ActivationMode 属性は削除されません。

ディスクグループ内のボリュームまたはボリュームセットが VCS 設定にない場合は、
cfsdgadm delete を使用してこの ActivationMode 属性を削除する必要があります。
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NFS 共有 CFS ファイルシステムの VCS への追加
cfsshare add shared_disk_group shared_volume mount_point[share_options] ¥
node_name=[mount_options]...
cfsshare add shared_disk_group shared_volume mount_point[share_options] ¥
all=[mount_options]

このコマンドは、cfsnfssg のサービスグループ内の VCS 設定に CFS ファイルシステムを
追加し、mount_point でファイルシステムをマウントします。NFS は CFS ファイルシステ
ムを共有します。

VCS からの NFS 共有 CFS ファイルシステムの削除
cfsshare delete mount_point

このコマンドを実行する前に、ユーザーは cfsnfssg サービスグループ内の必須リソース
（Share、CFSMount、および必要な場合は CVMVolDg）を作成するための cfsshare
add コマンドを実行する必要があります。
このコマンドは mount_point でマウントされている CFS ファイルシステムの共有を解除
し、CFS ファイルシステムのマウントを解除し、VCS 設定から CFS ファイルシステムを削除
します。

VCS への仮想 IP アドレスの追加
cfsshare addvip network_interface address netmask

このコマンドは、指定したネットワークデバイス用の NIC リソースと仮想 IP アドレス用の
IP リソースを含む新しい非並列/フェールオーバーサービスグループを作成するために
使われます。

VCS からの仮想 IP アドレスの削除
cfsshare deletevip address

このコマンドは仮想 IP アドレスに対応する非並列/フェールオーバーサービスグループ
を削除するために使われます。

VCS への IPv6 仮想 IP アドレスの追加
cfsshare addvipv6 network_interface ipv6_address prefixlen
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このコマンドは、指定したネットワークデバイス用の NIC リソースと IPv6 仮想 IP アドレス
用の IP リソースを含む新しい非並列/フェールオーバーサービスグループを作成するた
めに使われます。

VCS からの IPv6 仮想 IP アドレスの削除
cfsshare deletevipv6 ipv6_address

このコマンドは IPv6 仮想 IP アドレスに対応する非並列/フェールオーバーサービスグ
ループを削除するために使われます。

NFS 共有と関連付けられている共有オプションの変更
この項では、NFS 共有と関連付けられている共有オプションを変更する方法を説明しま
す。
NFS 共有と関連付けられている共有オプションを変更するには

1

クラスタ内のいずれかのノードで、cfsshare unshare を実行してファイルシステム
の共有を解除します。
# cfsshare unshare mount_point

2

クラスタ内のいずれかのノードで、cfsshare share を実行して、ファイルシステム
を目的の共有オプションを使って共有します。
# cfsshare share mount_point share_options

メモ: cfsshare unshare 操作は、mount_point ファイルシステムをマウントした可能性
がある NFS クライアントに影響を及ぼすことがあります。

ファイルシステムチェックポイントの共有
この項では、ファイルシステムチェックポイントを共有する方法を説明します。
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ファイルシステムチェックポイントを共有するには

1

VCS の設定にチェックポイントを追加するには、次のように入力してください。
# cfsmntadm add ckpt ckptname mntpt_of_fs mntpt_of_checkpoint ¥
all=cluster,rw

ここで、cktpname チェックポイント名です。
mntpt_of_fs はファイルシステムのマウントポイント名です。
mntpt_of_checkpoint はチェックポイントのマウントポイントです。

2

チェックポイントをマウントするには、次のように入力してください。
# cfsmount mntpt_of_checkpoint

3

cfsshare share コマンドを実行して、このチェックポイントを共有します。
# cfsshare share mntpt_of_checkpoint

クラスタ化された NFS の設定例
以下にクラスタ化された NFS の設定例を 2 つ示します。

例1
この例は、cfsshare コマンドを使用して、この機能を設定および制御します。
クラスタ化された NFS を設定するには（例 1）

1

CFS/CVM の VCS オプションを設定します。次のように入力してください。
# cfscluster config

2

CNFS コンポーネントを設定します。次のように入力してください。
# cfsshare config shared_disk_group shared_volume ¥
mount_point

次に例を示します。
# cfsshare config cfsdg vollocks /locks
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3
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CFS ファイルシステムを VCS 設定に追加してマウントします。次のように入力してく
ださい。
# cfsmntadm add shared_disk_group shared_volume mount_point ¥
[service_group] node_name=[mount_options] ...
# cfsmount mount_point

次に例を示します。
# cfsmntadm add vol1 /mnt1 all=
# cfsmount /mnt1

4

CFS ファイルシステムを共有します。次のように入力してください。
# cfsshare share mount_point [share_options]

次に例を示します。
# cfsshare share /mnt1 rw

5

ユーザーが共有 CFS ファイルシステムにアクセスするための仮想 IP アドレスを追加
します。次のように入力してください。
# cfsshare addvip network_interface address netmask

次に例を示します。
# cfsshare addvip bge0 10.182.111.161 255.255.240.0

6

以前に追加された仮想 IP アドレスを設定から削除します。次のように入力してくだ
さい。
# cfsshare deletevip address

次に例を示します。
# cfsshare deletevip 10.182.111.161

7

ユーザーが共有 CFS ファイルシステムにアクセスするための IPv6 仮想 IP アドレス
を追加します。次のように入力してください。
# cfsshare addvipv6 network_interface ipv6_address prefixlen

次に例を示します。
# cfsshare addvipv6 bge0 fd4b:454e:205a:111:21e:c9ff:fed9:2f8d 64
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8

以前に追加された IPv6 仮想 IP アドレスを設定から削除します。次のように入力し
てください。
# cfsshare deletevipv6 ipv6_address

次に例を示します。
# cfsshare deletevipv6 fd4b:454e:205a:111:21e:c9ff:fed9:2f8d

9

CFS ファイルシステムを共有解除します。次のように入力してください。
# cfsshare unshare mount_point

次に例を示します。
# cfsshare unshare /mnt1

10 CFS ファイルシステムをマウント解除し、VCS 設定から削除します。次のように入力
してください。
# cfsumount mount_point
# cfsmntadm delete mount_point

次に例を示します。
# cfsumount /mnt1
# cfsmntadm delete /mnt1

11 NFS 共有 CFS ファイルシステムを設定解除します。次のように入力してください。
# cfsshare unconfig

例2
この例は、cfsshare コマンドを使用して CFS ファイルシステムを VCS 設定に追加し、マ
ウントします。次に、NFS を通して共有し、共有解除し、マウント解除し、VCS 設定から
CFSのファイルシステムを削除します。

第 6 章 クラスタ化された NFS
クラスタ化された NFS の管理

クラスタ化された NFS を設定するには（例 2）

1

CFS/CVM の VCS オプションを設定します。次のように入力してください。
# cfscluster config

2

CNFS コンポーネントを設定します。次のように入力してください。
# cfsshare config shared_disk_group shared_volume mount_point

次に例を示します。
# cfsshare config cfsdg vollocks /locks

3

NFS 共有 CFS ファイルシステムを VCS 設定に追加してマウントします。次のように
入力してください。
# cfsshare add shared_disk_group shared_volume mount_point ¥
[share_options] all=[mount_options]

次に例を示します。
# cfsshare add cfsdg vol1 /mnt1 all=rw

4

CFS ファイルシステムを共有します。次のように入力してください。
# cfsshare share mount_point [share_options]

次に例を示します。
# cfsshare share /mnt1 rw

5

ユーザーが共有 CFS ファイルシステムにアクセスするための仮想 IP アドレスを追加
します。次のように入力してください。
# cfsshare addvip network_interface address netmask

次に例を示します。
# cfsshare addvip bge0 10.182.111.161 255.255.240.0
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6

以前に追加された仮想 IP アドレスを設定から削除します。次のように入力してくだ
さい。
# cfsshare deletevip address

次に例を示します。
# cfsshare deletevip 10.182.111.161

7

ユーザーが共有 CFS ファイルシステムにアクセスするための IPv6 仮想 IP アドレス
を追加します。次のように入力してください。
# cfsshare addvipv6 network_interface ipv6_address prefixlen

次に例を示します。
# cfsshare addvipv6 bge0 fd4b:454e:205a:111:21e:c9ff:fed9:2f8d 64

8

以前に追加された IPv6 仮想 IP アドレスを設定から削除します。次のように入力し
てください。
# cfsshare deletevipv6 ipv6_address

次に例を示します。
# cfsshare deletevipv6 fd4b:454e:205a:111:21e:c9ff:fed9:2f8d

9

CFS ファイルシステムを共有解除し、マウント解除し、VCS 設定から削除します。次
のように入力してください。
# cfsshare delete mount_point

次に例を示します。
# cfsshare delete /mnt1

10 CNFS コンポーネントを設定解除します。次のように入力してください。
# cfsshare unconfig

main.cf ファイル例
main.cf ファイルの例を以下に示します。
include "types.cf"
include "ApplicationNone.cf"
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include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"
cluster cfs_cluster (
UserNames = { admin = anoGniNkoJooMwoInl }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system system01 (
)
system system02 (
)
group cfsnfssg (
SystemList = { system01 = 0, system02 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system01, system02 }
)
ApplicationNone app (
MonitorProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/ApplicationNone/lockdstatdmon"
)
CFSMount cfsmount2 (
Critical = 0
MountPoint = "/fsqamnt2"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/vol2"
NodeList = { system01, system02 }
)
CFSMount cfsnfs_locks (
Critical = 0
MountPoint = "/locks"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/dg1/vollocks"
NodeList = { system01, system02 }
)
CVMVolDg cvmvoldg1 (
Critical = 0
CVMDiskGroup = dg1
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CVMActivation @system01 = sw
CVMActivation @system02 = sw
CVMVolume = { vol2 }
CVMVolumeIoTest = { vol2 }
)
NFS nfs (
)
Share share1 (
PathName = "/fsqamnt2"
)
requires group cvm online local firm
cfsmount2 requires cvmvoldg1
cfsnfs_locks requires cvmvoldg1
share1 requires cfsmount2
share1 requires nfs

//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group cfsnfssg
{
ApplicationNone app
CFSMount cfsnfs_locks
{
CVMVolDg cvmvoldg1
}
Share share1
{
NFS nfs
CFSMount cfsmount2
{
CVMVolDg cvmvoldg1
}
}
}

group cfsnfssg_dummy (
SystemList = { system01 = 0, system02 = 1 }
AutoFailOver = 0
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Parallel = 1
AutoStartList = { system01, system02 }
)
requires group cvm online local firm

//
//
//
//
//

resource dependency tree
group cfsnfssg_dummy
{
}

group cvm (
SystemList = { system01 = 0, system02 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
AutoStartList = { system01, system02 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
ActivationMode @system01 = { dg1 = sw }
ActivationMode @system02 = { dg1 = sw }
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = cfs_cluster
CVMNodeId = { system01 = 0, system02 = 1 }
CVMTransport = gab
CVMTimeout = 200
)
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd (
Critical = 0
CVMVxconfigdArgs = { syslog }
)
cvm_clus requires cvm_vxconfigd
vxfsckd requires cvm_clus

// resource dependency tree
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

group cvm
{
CFSfsckd vxfsckd
{
CVMCluster cvm_clus
{
CVMVxconfigd cvm_vxconfigd
}
}
}

group vip1 (
SystemList = { system01 = 0, system02 = 1 }
AutoStartList = { system01, system02 }
PreOnline @system01 = 1
PreOnline @system02 = 1
)
IP vip1 (
Device = bge0
Address = "10.182.111.161"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC nic1 (
Device = bge0
)
requires group cfsnfssg online local firm
vip1 requires nic1

//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group vip1
{
IP vip1
{
NIC nic1
}
}
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NFS クライアントで NFS エクスポートされたファイルシス
テムをマウントする方法
この項では、NFS クライアントで NFS エクスポートされたファイルシステムをマウントする
方法を説明します。
NFS クライアントで NFS エクスポートされたファイルシステムをマウントするには
◆

次のコマンドを実行します。
# mount -F nfs -o vers=3 VIP_address:remote_filesystem mount_point

Solaris 10 での NFS デーモンの SMF の無効化
Solaris 10 では、NFS デーモンのサービス管理機能（SMF）を無効にする必要がありま
す。
以前は、UNIX の起動スクリプトと設定ファイルがこれらの機能を行っていました。SMF
は、永続的な設定情報とすべてのサービスの実行時データを格納するサービス構成リポ
ジトリを維持します。現在では、すべての NFS デーモン（nfsd、mountd など）が SMF に
よって制御されます。これらのデーモンを VCS 制御下で維持するには、NFS デーモンの
SMF フレームワークを無効にするように構成リポジトリを変更します。
NFS エージェントをオンラインにする前に、次のコマンドを呼び出す必要があります。この
コマンドを呼び出さないと、エージェントは UNKNOWN 状態を返します。
nfsd および mountd デーモンを VCS 制御下で維持するには、すべてのクラスタノードで
以下を実行します。

1

auto_enable プロパティを false に設定します。
# svccfg -s nfs/server setprop "application/auto_enable = false"

2

SMF 構成リポジトリを更新します。
# svcadm refresh nfs/server

3

SMF を無効にします。
# svcadm disable svc:/network/nfs/server:default

4

svcs -a | grep -i nfs コマンドを実行し、結果の出力を調べて、nfsd と mountd

の SMF が無効になっていることを確認します。
# svcs -a | grep -i nfs
disabled May_29 svc:/network/nfs/server:default
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nfsmapid デーモンを VCS 制御下で維持するには、すべてのクラスタノードで以下を実
行します。

1

auto_enable プロパティを false に設定します。
# svccfg -s nfs/mapid setprop "application/auto_enable = false"

2

SMF 構成リポジトリを更新します。
# svcadm refresh nfs/mapid

3

SMF を無効にします。
# svcadm disable svc:/network/nfs/mapid:default

4

svcs -a | grep -i mapid コマンドを実行し、結果の出力を調べて、nfsmapid

の SMF が無効になっていることを確認します。
# svcs -a | grep -i mapid
disabled May_29 svc:/network/nfs/mapid:default

statd デーモンを VCS 制御下で維持するには、すべてのクラスタノードで以下を実行し
ます。

1

auto_enable プロパティを false に設定します。
# svccfg -s nfs/status setprop "application/auto_enable = false"

2

SMF 構成リポジトリを更新します。
# svcadm refresh nfs/status

3

SMF を無効にします。
# svcadm disable svc:/network/nfs/status:default

4

svcs -a | grep -i nfs コマンドを実行し、出力を確認して statd の SMF が無

効になっていることを確かめます。
# svcs -a | grep -i nfs
disabled May_29 svc:/network/nfs/status:default
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lockd デーモンを VCS 制御下で維持するには、すべてのクラスタノードで以下を実行し
ます。

1

auto_enable プロパティを false に設定します。
# svccfg -s nfs/nlockmgr setprop "application/auto_enable = false"

2

SMF 構成リポジトリを更新します。
# svcadm refresh nfs/nlockmgr

3

SMF を無効にします。
# svcadm disable svc:/network/nfs/nlockmgr:default

4

svcs -a | grep -i nfs コマンドを実行し、出力を確認して nlockmgr の SMF

が無効になっていることを確かめます。
# svcs -a | grep -i nlockmgr
disabled May_29 svc:/network/nfs/nlockmgr:default

クラスタ化された NFS のデバッグ
cfsshare コマンドはエラー メッセージを /var/VRTSvcs/log ディレクトリ内の VCS ログ

に記録します。fsclustadm frlpause_query コマンドはグローバルな状態の現在の
ローカルコピーを表示するために使用できます。これはクラスタ化された NFS 機能の問
題のデバッグに役立つことがあります。
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SFCFS のトラブルシューティ
ング
この章では以下の項目について説明しています。
■

SFCFS のトラブルシューティングについて

■

CFS のトラブルシューティング

■

フェンシング設定のトラブルシューティング

■

I/O フェンシングのトラブルシューティング

■

CVM のトラブルシューティング

■

相互接続のトラブルシューティング

SFCFS のトラブルシューティングについて
SFCFS は複数のコンポーネント製品で構成されているため、コンポーネント製品のどれ
か 1 つに問題があると、それが影響をおよぼす可能性があります。したがって、問題発生
時の最初の対応手順は、問題の原因を特定することになります。SFCFS 自体に問題が
あるケースはまれです。多くの場合、原因はセットアップの問題にあるか、コンポーネント
製品の問題にあります。
この章に記載された情報を使用して、問題の原因を診断してください。SFCFS のセット
アップや設定に原因がある場合については、想定されうる対処方法が示されています。
コンポーネント製品や Oracle が問題の原因である場合は、必要に応じて個別のマニュ
アルを参照してください。

CFS のトラブルシューティング
この項では、CFS の問題のトラブルシューティングについて説明します。
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root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない
root ユーザーの <library> パスの順序が正しくない場合には、クラスタファイルシステム
や RAC クラスタのプライマリノードの変更中にシステムがハングしてしまうことがあります。
root ユーザーの <library> パスに、/usr/lib エントリより前にCFS（クラスタファイルシス
テム）を指すエントリがある場合、次のタスクを実行しようとしたときにシステムがハングす
ることがあります。
■

CFS ファイルシステム用のプライマリノードの変更

■

プライマリノード上の CFS ファイルシステムのマウント解除

■

プライマリノード上のクラスタまたはサービスグループの停止

この設定の問題は、主に共有 CFS ファイルシステム上に Oracle バイナリがインストール
された RAC 環境で発生します。
次の例は、システムがハングする可能性のある <library path> の設定例です。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:¥
/app/oracle/orahome/lib:/usr/lib:/usr/ccs/lib

上記の例で、/app/oracle は CFS ファイルシステムです。ユーザーがこのファイルシステ
ムのプライマリノードを変更しようとすると、システムはハングします。この時点でもユーザー
はシステムに対して ping コマンドや telnet コマンドを実行することができますが、ls の
ような簡単なコマンドを実行しても反応がありません。プライマリノードを変更する際に必
要な最初の手順の 1 つに、クラスタ全体にわたってファイルシステムをフリーズさせてお
くことがあります。その次に、fsck コマンドを直ちに実行して、インテントログを再生しま
す。
<library> パスの最初のエントリがフリーズしているファイルシステム自身を指しているた
め、fsck コマンドはデッドロックの状態になります。実際に、<library> パスに依存する
すべてのコマンド（ls を含む）が以降、ハングして使えなくなります。
この問題を解決するためにお勧めする手順は次の通りです。すべてのユーザー（特に
root）の <library> パスの中で CFS ファイルシステムを指しているエントリがあれば、リス
トの最後のほう、/usr/lib エントリよりも後に移動します。
つまり、上記の例の <library path> の場合は、次のように変更します。
LD_LIBRARY_PATH=/opt/SUNWspro/lib:¥
/usr/lib:/usr/ccs/lib:/app/oracle/orahome/lib

フェンシング設定のトラブルシューティング
次の例は、フェンシングが有効な環境でのネットワークの分割を説明しています。
詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。
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既存のネットワーク分割（スプリットブレイン）の例
2 ノードクラスタ相互接続が切断され、クラスタが一時的にスプリットブレイン状態になった
ところを図 7-1 に示します。
図 7-1

既存のネットワーク分割（スプリットブレイン）
1 番目 - 相互接続の障害によって両方
のノードで競合が起こります。

2 番目 - ノード 0 は
ディスク 1 のキー B を
削除し、成功します。

ノード 0

ノード 1

3 番目（パート B） ノード 1 はディスク 2 の
キー A の削除に失敗します。
キーを再読込します。

3 番目 - ノード 0 は
ディスク 2 のキー B を
削除し、成功します。

4 番目 - ノード 0 は
ディスク 3 のキー B を
削除し、成功します。

5 番目 - ノード 0 は
続行し、リカバリを実行
します。

2番目（パート B） ノード 1 はディスク 1 の
キー A の削除に失敗しま
す。再読込します。

コーディネータディスク

4 番目（パート B） ノード 1 はディスク 3 の
キー A の削除に失敗します。

最後に - ノード 1 は
パニックが発生し、
再ブートします。

フェンシングモジュールは各システムで同じ処理を行うため、両方のノードは、もう一方の
ノードに障害が発生したと見なしますが、フェンシング操作を実行して他のノードが削除
されているか確認を行います。各ノードの VCS GAB モジュールは、ハートビートの喪失
によってピアが停止したと判断し、フェンシングモジュールにメンバーシップの変更を渡
します。
各ノードは、コーディネータディスクの制御を取得しようとして競合します。登録済みのノー
ドだけが別のノードの登録を削除できるため、一方のノードだけが各ディスクでコマンドを
正常に完了します。
コーディネータディスクの大半からピアを正常に削除したノードが勝利します。次に、勝
者側のフェンシングモジュールは、VCS と、フェンシングモジュールに登録されているよ
り高レベルの他のパッケージにメンバーシップの変更を渡し、VCS がリカバリを実行でき
るようにします。敗者側は、カーネルにパニックが発生して再ブートします。

既存のネットワーク分割（スプリットブレイン）からのリカバリ
フェンシングモジュール vxfen は、ネットワーク分割後のノードの起動と、それによって発
生するノードのパニックおよび再ブートを防止します。
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シナリオ I
同様の症状が発生する状況は、2 ノードクラスタでメンテナンスのために一方のノードを
停止した場合です（図 7-2）。電源を切っている間は、プライベート相互接続ケーブルが
取り外されます。
図 7-2

シナリオ I
ノード 0

ノード 1
2 番目 - ノード 1 はパニック
が発生し、再ブートします。

1 番目 - ネットワークの
相互接続が切断されます。
ノード 0 がコーディネータの
競合に勝利します。

最後に - ノード 1 がブート
し、非メンバーに登録された
キーを探します。
エラーメッセージを出力して
終了します。

3 番目 - ノード 0 には、
すべてのコーディネータ
ディスクに登録されたキーが
あります。

コーディネータディスク

シナリオ I では、以下のようになります。
■

ノード 0 は、ネットワーク障害の後の調停の競合に勝利します。

■

ノード 1 はパニックが発生し、再ブートします。

■

ノード 0 には、コーディネータディスクに登録されたキーがあります。ノード 1 が起動
すると、ノード 0 のキーを参照できますが、現在の GAB メンバーシップにノード 0 は
ありません。一時的な既存のスプリットブレインを検出して、vxfen モジュールがコン
ソールにエラーメッセージを表示します。vxfen モジュールはフェンシングの起動を
防止し、これにより、VCS がオンラインになることも防止されます。
対処法: ノード 1 を終了し、ケーブルを再接続してノード 1 を再起動します。

シナリオ II
シナリオ I と同様に、2 ノードクラスタ内でプライベート相互接続ケーブルを取り外すと、
ノード 1 はクラスタから切り離され、パニックが発生して再ブートします。プライベート相互
接続ケーブルを再接続する前にノード 1 をクラスタに参加させると、ノード 0 は再ブートし
てリモートになります（または単に再ブートします）。プライベートネットワークが修復される
まで、ノードはデータディスクに書き込むことができません。これは、GAB メンバーシップ
が形成されず、したがってクラスタも形成されないためです。
対処法: 両方のノードを終了し、ケーブルを再接続してノードを再起動します。

シナリオ III
シナリオ II と同様に、2 ノードクラスタ内でプライベート相互接続ケーブルを取り外すと、
ノード 1 はクラスタから切り離され、パニックが発生して再ブートします。プライベート相互
接続ケーブルを再接続する前にノード 1 をクラスタに参加させると、ハードウェア障害の
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ためノード 0 にパニックが発生します。ノード 0 は再起動されず、ノード 1 はクラスタに参
加できません。
対処法: ノード 1 を終了し、ケーブルを再接続してノードを再起動します。次に、コーディ
ネータディスクからノード 0 の登録を解除する必要があります。
シナリオ III の問題を解決するには

1

ノード 1 で、次のコマンドを入力します。
# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfenclearpre

2

ノードを再起動します。

I/O フェンシングのトラブルシューティング
次の項では、I/O フェンシングの問題のトラブルシューティングについて説明します。症
状と推奨される解決策を確認してください。

起動時の SCSI 予約エラー
SFCFS クラスタのノードを再起動した場合に、次のような SCSI 予約エラーが発生する可
能性があります。
date system name kernel: scsi3 (0,0,6) : RESERVATION CONFLICT

このメッセージは SCSI-3 PR I/O フェンシングにより保護されているすべての共有ディス
クグループのメンバーであるディスクそれぞれに表示されます。このメッセージは無視し
ても安全です。

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティリ
ティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

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。
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他のノードが除外されている間、ノードはクラスタを参加させられない
ノードのフェンシングアウト（削除）を現在実行しているクラスタでは、フェンシング操作が
完了するまで、新しいノードをそのクラスタに参加させることは防止されます。次に、新し
いノードのコンソールに表示されるメッセージの例を示します。
...VxFEN ERROR V-11-1-25 ... Unable to join running cluster
since cluster is currently fencing
a node out of the cluster.

新しいノードをブートしているときにこれらのメッセージが表示された場合、そのノード上
に存在する vxfen の起動スクリプトはクラスタに参加するために 5 回の試行を行います。
I/O フェンシングの試行が失敗したときに、クラスタへのノードの参加を手動で行うには
◆

vxfen のスクリプトがノードをクラスタに参加させるのに失敗した場合は、次のコマン
ドを使って vxfen ドライバを再起動します。
Solaris 9:
# /etc/init.d/vxfen start

Solaris 10:
# svcadm enable vxfen

コマンドが失敗した場合は、新しいノードを再起動します。

システムパニックによって潜在的なデータ破損が防止される
ノードでスプリットブレインの条件が発生し、クラスタから削除されたときに、ノードでパニッ
クが発生し、次のコンソールメッセージが表示されます。
VXFEN:vxfen_plat_panic: Local cluster node ejected from cluster to
prevent potential data corruption.

p.178 の 「スプリットブレイン状態の発生を vxfen ドライバが確認する方法」 を参照してく
ださい。

スプリットブレイン状態の発生を vxfen ドライバが確認する方法
vxfen ドライバは、プライベートネットワークリンクの障害が発生した後、プライベートネット
ワークリンクが修復されるまでの間、削除されたノードがクラスタに再参加することを防止
するように機能します。
たとえば、システム 1 とシステム 2 によって形成されているクラスタが正常に機能している
ときに、プライベートネットワークリンクが破損したとしましょう。システム 1 が削除されたシ
ステムであるとしましょう。プライベートネットワークリンクが修復される前にシステム 1 が再
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起動した場合、システム 1 のメンバーシップ設定ではシステム 2 が表示されません。ただ
し、システム 1 がコーディネータディスクに登録を行おうとしたときに、システム 2 がコー
ディネータディスクにすでに登録されていることを検出します。システム 2 に関するこの競
合情報が与えられた結果、システム 1 はクラスタに参加せず、vxfenconfig が実行され
たときに次のようなエラーを返します。
vxfenconfig: ERROR: There exists the potential for a preexisting
split-brain. The coordinator disks list no nodes which are in
the current membership. However, they also list nodes which are
not in the current membership.
I/O Fencing Disabled!

また、コンソールには次の情報が表示されます。
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>
<date>

<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system
<system

name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>
name>

vxfen: WARNING: Potentially a preexisting
split-brain.
Dropping out of cluster.
Refer to user documentation for steps
required to clear preexisting split-brain.
I/O Fencing DISABLED!
gab: GAB:20032: Port b closed

ただし、プライベートネットワークリンクが動作していて、両方のシステムが停止し、システ
ム 1 が再起動し、システム 2 が復帰に失敗した場合も、同じエラーが発生する可能性が
あります。システム 1 からクラスタを見たときに、システム 2 はコーディネータディスク上で
依然として登録されている可能性があります。
実際および見かけ上のスプリットブレイン状態の可能性を解決するには
◆

発生したスプリットブレイン状態によって応じて、次の操作を行います。
実際のスプリットブレイン状態の 1
可能性 ? システム 2 が動作し、
2
システム 1 が削除された

3

システム 1 が動作しているかどうか判断します。
システム 1 が動作している場合、システム 1 を停止し
てプライベートネットワークリンクを修復し、スプリットブ
レイン状態を取り除きます。
システム 1 を再起動します。
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見かけ上のスプリットブレイン状 1
態の可能性 ? システム 2 が停
止し、システム 1 が削除された

システム 2 が停止していることを物理的に（直接）確認
します。
システム 2 がコーディネータディスクに現在登録され
ていることを確認します。次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -g all -f /etc/vxfentab
このコマンドの出力により、コーディネータディスクに
登録済みのキーを特定します。

2

コマンド vxfenclearpre コマンドを使って、コー
ディネータディスクとデータディスクからキーをクリアし
ます。
p.181 の 「vxfenclearpre コマンドを使ったスプリットブ
レイン状態のキーのクリア」 を参照してください。

3

システム 2 に対して必要な修復を行います。

4

システム 2 を再起動します。

コーディネータディスクの I/O フェンシングキーのクラスタ ID がローカル
クラスタの ID と一致しない
クラスタのコーディネータディスクを別のクラスタに誤って割り当てた場合、I/O フェンシン
グを起動すると、フェンシングドライバは次のようなエラーメッセージを表示します。
000068 06:37:33 2bdd5845 0 ... 3066 0 VXFEN WARNING V-11-1-56
Coordinator disk has key with cluster id 48813
which does not match local cluster id 57069

この警告はクラスタ ID 57069 のローカルクラスタにキーがあることを意味します。ただし、
ディスクにはクラスタ ID 48813 のクラスタのキーもあり、クラスタ ID 48813 のクラスタの
ノードが同じコーディネータディスクを使用する可能性があることを示します。
次のコマンドを実行して、これらのディスクが別のクラスタによって使われるかどうかを確
かめることができます。ローカルクラスタのノードのいずれかで次のコマンドを実行します。
たとえば、system01 で次のように実行します。
system01> # lltstat -C
57069
system01> # cat /etc/vxfentab
/dev/vx/rdmp/disk_7
/dev/vx/rdmp/disk_8
/dev/vx/rdmp/disk_9
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system01> # vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/disk_7
Reading SCSI Registration Keys...
Device Name: /dev/vx/rdmp/disk_7
Total Number Of Keys: 1
key[0]:
[Character Format]: VFBEAD00
[Node Format]: Cluster ID: 48813 Node ID: 0 Node Name: unknown

対処方法: 各クラスタには一意のコーディネータディスクのセットを使用する必要がありま
す。他のクラスタがこれらのコーディネータディスクを使用しない場合は、それらをローカ
ルクラスタのコーディネータディスクとして使う前に vxfenclearpre コマンドを使ってキー
を消去します。
p.82 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

vxfenclearpre コマンドを使ったスプリットブレイン状態のキーのクリア
スプリットブレイン状態が発生している場合、vxfenclearpre コマンドを使って、コーディ
ネータディスクとすべての共有ディスクグループにあるデータディスクから、SCSI-3 登録
や予約を削除します。
p.82 の 「vxfenclearpre ユーティリティについて」 を参照してください。

登録済みのキーがコーディネータディスクから失われている
登録されているキーがコーディネータディスクから失われた場合に、クラスタの再設定が
発生すると、クラスタはパニックを起こす場合があります。
紛失キーをリフレッシュするには
◆

vxfenswap ユーティリティを使って、コーディネータディスクを同じディスクと交換し
ます。ディスクの置き換え中に、vxfenswap ユーティリティは失われたキーを登録し
ます。
p.94 の 「コーディネータディスク上の紛失キーのリフレッシュ」 を参照してください。

クラスタがオフラインになっているときに不具合のあるディスクの置換
ディスクに不具合が生じたか動作不能になり、クラスタ内でオフラインになっている新しい
ディスクグループに切り替えようとする場合は、次の手順を実行します。
オンラインになっているクラスタで、vxfenswap ユーティリティを使ってディスクを置換す
ることができます。
p.84 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。
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コーディネータディスクグループのコーディネータディスクを置換したり、コーディネータ
ディスクグループを破棄するには、次の情報を確認してください。
手順について、次のことに注意してください。
■

ディスクを追加するときは、vxfencoorddg を使用してディスクをディスクグループに
追加し、グループが SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしていることを再テ
ストします。

■

登録キーがディスクの中にまったく残っていない場合、コーディネータディスクグルー
プを破棄できます。その後、そのディスクを他の場所で使うことができます。

クラスタがオフラインのときにコーディネータディスクグループのディスクを置換するには

1

いずれかのクラスタノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS が動作している場合は、VCS を停止します。
# hastop -all

すべてのノードでポート h が閉じていることを確認します。次のコマンドを実行して、
ポート h が閉じていることを確認します。
# gabconfig -a

3

各ノードで I/O フェンシングを停止します。
Solaris 9:
# /etc/init.d/vxfen stop

Solaris 10:
# svcadm disable vxfen

この結果、ディスクからすべての登録キーが削除されます。

4

コーディネータディスクグループをインポートします。ファイル /etc/vxfendg には、
コーディネータディスクを含むディスクグループの名前（通常は、vxfencoorddg）が
含まれます。したがって次のコマンドを実行します。
# vxdg -tfC import ‘cat /etc/vxfendg‘

各オプションの説明
-t は、ノードが再起動するまでの間のみ、ディスクグループをインポートするよう指定
します。
-f は、強制的にインポートすることを指定します。これは、1 つ以上のディスクがアク
セス不能の場合に必要です。
-C は、インポートしたすべてのロックを削除するよう指定します。

第 7 章 SFCFS のトラブルシューティング
I/O フェンシングのトラブルシューティング

5

ディスクをディスクグループから削除するには、VxVM ディスク管理者ユーティリティ
の vxdiskadm を使います。
既存のコーディネータディスクグループを破棄することもできます。次に例を示しま
す。
■

coordinator 属性が on に設定されているかどうかを確認します。
# vxdg list vxfencoorddg |

■

grep flags: | grep coordinator

coordinator 属性の値が on に設定されている場合、コーディネータディスクグ
ループに対してこの属性をオフにする必要があります。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=off

■

ディスクグループを破棄します。
# vxdg destroy vxfencoorddg

6

新しいディスクをノードに追加し、VxVM ディスクとして初期化して、vxfencoorddg
ディスクグループに追加します。
手順について詳しくは、『Storage Foundation Cluster File System インストールガ
イド』を参照してください。

7

再作成したディスクグループが SCSI-3 Persistent Reservation に準拠しているこ
とをテストします。
p.72 の 「vxfentsthdw -c オプションを使ったコーディネータディスクグループのテ
スト」 を参照してください。

8

コーディネータディスクグループの中でコーディネータディスクを置換した後、ディス
クグループをデポートします。
# vxdg deport ‘cat /etc/vxfendg‘

9

各ノードで、I/O フェンシングドライバを起動します。
Solaris 9:
# /etc/init.d/vxfen start

Solaris 10:
# svcadm enable vxfen

183

184

第 7 章 SFCFS のトラブルシューティング
I/O フェンシングのトラブルシューティング

10 I/O フェンシングのモジュールが起動され、有効になっていることを確認します。
# gabconfig -a

ポート b のメンバーシップがクラスタのすべてのノードの出力に存在することを確認
します。
# vxfenadm -d

出力で I/O フェンシングモードが無効になっていないことを確認します。

11 必要に応じて、各ノードで VCS を再起動します。
# hastart

.bashrc ファイルの中で echo または cat が使われている場合に
vxfenswap ユーティリティが失敗する
ノードに対応する .bashrc ファイルの中でメッセージを出力するための echo または cat
を使っている場合に、vxfenswap ユーティリティの障害が発生します。
vxfenswap ユーティリティの障害を回復するには
◆

rcp または scp が正しく機能しているかどうか確認します。
vxfenswap の操作が失敗した場合、必要に応じて vxfenswap ?cancel コマンド
を使い、このユーティリティが加えたすべての変更をロールバックします。
p.84 の 「vxfenswap ユーティリティについて」 を参照してください。

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 サーバーのホストのシングルノード VCS ま
たは SFHA クラスタ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/VRTSat/vrtsat_broker.txt（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
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■

/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。

CP サーバーのサービスグループの問題
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、CPSSG サー
ビスグループとそのリソースが有効であり、VCS 設定で正しく設定されていることを確認し
ます。
VCS エンジンのログで、CPSSG サービスグループリソースのいずれかが FAULTED 状
態になっていないかどうか確認します。エンジンログは次の場所に存在します。
/var/VRTSvcs/log/engine_[ABC].log
CPSSG サービスグループの下に設定されたリソースは次のように表示されます。
■

シングルノード VCS クラスタ上でホストされる CP サーバーの、CPSSG グループおよ
び依存関係図。

■

SFHA クラスタ上でホストされる CP サーバーの、CPSSG グループおよび依存関係
図。

メモ: VCS の一般的なトラブルシューティングの手順について、詳しくはバージョン 5.1 の
『Veritas™ Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

SFCFS クラスタサーバーベースの I/O 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 ファイルに含まれるログとテキストファイル
は、SFCFS 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。

SFCFS クラスタノードでのサーバー型のフェンシングの起動時の
問題
SFCFS クラスタノードのフェンシングの起動時に以下の問題が発生することがあります。
■

SFCFS クラスタの cpsadm コマンドで接続エラーが発生します。

■

認証の失敗

■

認可の失敗
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■

スプリットブレインの発生

CP サーバーの接続性のテスト
CP サーバーの接続性は cpsadm コマンドを使ってテストできます。次の cpsadm のコマ
ンドは CP サーバーが起動し、プロセスレベルで実行中であるかどうかテストします。
# 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。
SFCFS クラスタノードでコマンドを発行するには、環境変数 CPS_USERNAME と
CPS_DOMAINTYPE が設定されている必要があります。

SFCFS クラスタノードでの cpsadm コマンドにより接続エラーが報
告される
SFCFS 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 SFCFS 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。

■

SFCFS クラスタノードで正しい CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名とポート番号が使
われていることを確認します。
/etc/vxfenmode ファイルを調べます。

■

実行中の CP サーバーが同じ仮想 IP/仮想ホスト名とポート番号を使っていることを
確認します。

認証の失敗
セキュア通信が CP サーバーと SFCFS クラスタノードの間で設定されている場合、認証
の失敗は次の原因で発生することがあります。
■

Symantec Product Authentication Services が CP サーバーや SFCFS クラスタで
正しく設定されていません。

■

CP サーバーと SFCFS クラスタノードは同じルートブローカーを使いますが、ルートブ
ローカーの証明書ハッシュが SFCFS クラスタと CP サーバーで同じでありません。次
のコマンドを CP サーバーと SFCFS クラスタの両方で実行して証明書ハッシュを確認
します。
# cpsat showalltrustedcreds

■

CP サーバーと SFCFS クラスタノードが異なるルートブローカーを使い、認証ブロー
カー間で信頼が確立されていません。
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p.40 の 「 SFCFS クラスタと CP サーバー間のセキュア通信について」 を参照してくだ
さい。
■

CP サーバーと SFCFS クラスタのセキュリティ設定が同じではありません。
セキュア通信を設定するには、CP サーバーと SFCFS クラスタの両方でセキュリティ設
定を同じにする必要があります。
セキュリティ設定を同じにするには、CP サーバーの /etc/vxcps.conf ファイルと SFCFS
クラスタノードの /etc/vxfenmode ファイルで security パラメータに同じ値が含まれ
ている必要があります。

認証の障害
CP サーバーの設定に VCS クラスタのノードまたはユーザーを追加していないと、認証に
障害が発生します。したがって、SFCFS クラスタノードがフェンシングによって CP サー
バーにアクセスし、CP サーバーに自らを登録することはできません。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 SFCFS 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。次のセクションを参照してください。

スプリットブレインの発生
スプリットブレインの発生について説明するために、コーディネーションポイントとして機能
する 3 つの CP サーバーがあると想定します。3 つの CP サーバーの 1 つがアクセス不
能になります。この状態で、さらに 1 つのクライアントノードがクラスタから切り離されます。
アクセス不能な CP サーバーが再起動すると、このサーバーには SFCFS クラスタから切
り離されたノードからの無効登録が含まれます。この場合、新しいノードはクラスタに参加
できません。クラスタに参加しようとする各ノードは CP サーバーから登録のリストを取得し
ます。1 つの CP サーバーは（先に切り離されたノードの）登録を余分に含んでいます。こ
れにより、joiner ノードは、joiner ノードと無効登録によって表されるノードとの間にスプ
リットブレインが存在すると結論付けます。 この状況は、コーディネータディスクでのスプ
リットブレインの発生の状況と同様です。この場合、問題は管理者が vxfenclearpre コ
マンドを実行することによって解決されます。cpsadm コマンドを使用した同様の解決法
が必要です。
次の cpsadm コマンドは CP サーバーの登録を消去するために使うことができます。
# cpsadm -s cp_server -a unreg_node -c cluster_name -n nodeid

ここで、cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト
名で、cluster_name は SFCFS クラスタのクラスタ名で、nodeid は SFCFS クラスタノード
のノード ID を指定します。
すべての無効登録を削除した後、joiner ノードはクラスタに参加できます。
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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、
すべて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 ファイルから選
択されていたため、/etc/vxfenmode ファイルがすべての SFCFS クラスタ ノードで更
新されない。

■

/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 SFCFS 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 SFCFS 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。

■

SFCFS クラスタ ノードのクラスタ、ノードまたはユーザーが新しい CP サーバーに追加
されていないため、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
vxfenswap コマンドの実行後、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。
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限り、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 の出力で再選択されない限り、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。
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。
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混在モードのサーバベース I/O フェンシングのトラブルシューティング
次の手順を使って、混在 I/O フェンシング設定（コーディネータディスクと CP サーバーの
両方を I/O フェンシングに使う設定）の問題に対処できます。この手順では、次のコマン
ドを使って I/O フェンシング情報を取得します。
■

コーディネータディスク上の I/O フェンシングクラスタ情報を取得するには、クラスタ
ノードの 1 つで次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -s diskname

コマンド出力に表示されるキーのうち、クラスタノードによって使われる有効なキー以
外はすべて疑似キーです。
■

CP サーバー上の I/O フェンシングクラスタ情報を取得するには、クラスタノードの 1
つで次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_membership -c cluster_name

cp server は CP サーバーが応答待機している仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名、
cluster name は SFCFS クラスタ の VCS の名前です。
GAB メンバーシップに存在しないが CP サーバーに登録されているノードは、先在す
るネットワーク分割を示します。
SFCFS クラスタ ノードでこのコマンドを実行するときは、まず CPS_USERNAME 変数
と CPS_DOMAINTYPE 変数をエクスポートする必要があることに注意してください。
CPS_USERNAME の値は、CP サーバー上でこのノードに追加されたユーザー名で
す。
■

ユーザー名を取得するには、CP サーバーで次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

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。
CPS_DOMAINTYPE の値は vx です。
次に示すのは、変数をエクスポートするコマンドの例です。
# export CPS_USERNAME=_HA_VCS_test-system@HA_SERVICES@test-system.symantec.com
# export CPS_DOMAINTYPE=vx

先在するネットワーク分割がこれらのコマンドを使って検出されたら、管理者はコーディ
ネータディスクまたは CP サーバーからすべての疑似キーを削除する必要があります。
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混在 I/O フェンシング設定（コーディネータディスクと CP サーバー）のトラブルシューティ
ング

1

vxfenmode ファイルにアクセスして情報を表示することにより、現在の I/O フェンシ
ング設定を確認します。
SFCFS クラスタ ノードの 1 つで、次のコマンドを入力します。
# cat /etc/vxfenmode
vxfen_mode=customized
vxfen_mechanism=cps
scsi3_disk_policy=dmp
security=0
cps1=[10.140.94.101]:14250
vxfendg=vxfencoorddg

2

I/O フェンシングクラスタ情報を確認します。
クラスタノードの 1 つで、vxfenadm -d コマンドを入力します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: Customized
Fencing Mechanism: cps
Cluster Members:
* 0 (system01)
1 (system02)
RFSM State Information:
node
0 in state
node
1 in state

8 (running)
8 (running)
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3

I/O フェンシング設定で使われるコーディネータディスクの SCSI 登録キーを確認し
ます。
各 SFCFS クラスタ ノード上で vxfenadm -s コマンドを入力します。
# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/3pardata0_190

Device Name: /dev/vx/rdmp/3pardata0_190
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,48
[Character Format]: VFBEAD00
[Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0
key[1]:
[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,49
[Character Format]: VFBEAD01
*
[Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 1

Node Name: system01

Node Name: system02

# vxfenadm -s /dev/vx/rdmp/3pardata0_191

Device Name: /dev/vx/rdmp/3pardata0_191
Total Number Of Keys: 2
key[0]:
[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,48
[Character Format]: VFBEAD00
[Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 0

Node Name: system01

key[1]:

*

[Numeric Format]: 86,70,66,69,65,68,48,49
[Character Format]: VFBEAD01
[Node Format]: Cluster ID: 57069 Node ID: 1

Node Name: system02
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4

クラスタノードに関する CP サーバーの情報を確認します。
CPS サーバー上で cpsadm list nodes コマンドを実行してクラスタのノードのリ
ストを確認します。
コマンド構文は次のようになります。
# cpsadm -s cp_server -a list_nodes

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。
次に例を示します。
# /opt/VRTS/bin/cpsadm -s 10.140.94.101 -a list_nodes
ClusName
UUID
gl-rh2 {25aeb8c6-1dd2-11b2-95b5-a82227078d73}
gl-rh2 {25aeb8c6-1dd2-11b2-95b5-a82227078d73}
cpstest {a0cf10e8-1dd1-11b2-87dc-080020c8fa36}
cpstest {a0cf10e8-1dd1-11b2-87dc-080020c8fa36}
ictwo
{f766448a-1dd1-11b2-be46-5d1da09d0bb6}
ictwo
{f766448a-1dd1-11b2-be46-5d1da09d0bb6}
fencing {e5288862-1dd1-11b2-bc59-0021281194de}
fencing {e5288862-1dd1-11b2-bc59-0021281194de}
gl-su2 {8f0a63f4-1dd2-11b2-8258-d1bcc1356043}
gl-su2 {8f0a63f4-1dd2-11b2-8258-d1bcc1356043}
gl-su1 {2d2d172e-1dd2-11b2-bc31-045b4f6a9562}

Hostname(Node ID) Registered
node_101(0)
0
node_102(1)
0
node_220(0)
0
node_240(1)
0
node_330(0)
0
sassette(1)
0
CDC-SFLAB-CD-01(0) 0
CDC-SFLAB-CD-02(1) 0
gl-win03(0)
0
gl-win04(1)
0
gl-win01(0)
0

gl-su1
gl-ax4
gl-ax4
gl-ss2
gl-ss2

gl-win02(1)
gl-ax06(0)
gl-ax07(1)
system01(0)
system02(1)

{2d2d172e-1dd2-11b2-bc31-045b4f6a9562}
{c17cf9fa-1dd1-11b2-a6f5-6dbd1c4b5676}
{c17cf9fa-1dd1-11b2-a6f5-6dbd1c4b5676}
{da2be862-1dd1-11b2-9fb9-0003bac43ced}
{da2be862-1dd1-11b2-9fb9-0003bac43ced}

5

0
0
0
1
1

CP サーバーリストのメンバーシップを確認します。
CP サーバーで次のコマンドを実行してリストのメンバーシップを確認します。コマン
ド構文は次のようになります。
# cpsadm -s cp_server -a list_membership -c cluster_name

cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名、
cluster_name は SFCFS クラスタ のVCSの名前です。
次に例を示します。
# cpsadm -s 10.140.94.101 -a list_membership -c gl-ss2
List of registered nodes: 0 1
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vxfen_mechanism の設定値が cps の場合のコーディネーション
ポイント上のキーの確認
I/O フェンシングがカスタマイズモードで設定され、vxfen_mechanism の値が cps に設
定されている場合、コーディネーションポイント（コーディネータディスクと CP サーバー）
からキーを読み取る推奨の方法は以下のとおりです。
■

コーディネータディスクに関しては、ディスクを 1 つのファイルで指定でき、ディスクに
ついての情報が vxfenadm コマンドに渡されます。
次に例を示します。
# vxfenadm -s all -f file_name

■

CP サーバーに関しては、cpsadm コマンドを使って SFCFS クラスタ のメンバーシップ
を取得できます。
次に例を示します。
# cpsadm -s cp_server -a list_membership -c cluster_name

cp_server は CP サーバーが応答待機している仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名、
cluster_name は SFCFS クラスタ のVCSの名前です。.

CVM のトラブルシューティング
この項では、CVM の問題のトラブルシューティングについて説明します。

CVM グループがクラスタへのノード追加後オンラインではない
クラスタへのノード追加後に CVM グループがオフラインであることの考えられる原因は次
のとおりです。
■

cssd リソースが cvm グループで Critical リソースとして設定されている。

■

cvm グループで Critical リソースとして設定されている他のリソースがオンラインでは
ない。

cssd が Critical リソースとして設定されている場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

cssd リソースを cvm グループで非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify cssd Critical 0
# haconf -dump -makero
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グループの他のリソースがオンラインでない場合の問題の解決方法

1

root ユーザーとして既存のクラスタのノードの 1 つにログオンします。

2

リソースをオンラインにします。
# hares -online resource_name -sys system_name

3

リソースの状態を確認します。
# hastatus -resource

4

resource_name

リソースがオンラインでない場合は、リソースを非 Critical リソースとして設定します。
# haconf -makerw
# hares -modify resource_name Critical 0
# haconf -dump -makero

共有ディスクグループをインポートできない
次のようなメッセージが表示されることがあります。
vxvm:vxconfigd:ERROR:vold_pgr_register(/dev/vx/rdmp/disk_name):
local_node_id<0
Please make sure that CVM and vxfen are configured
and operating correctly

まず、CVM が動作していることを確認します。vxclustadm nidmap コマンドを実行して、
クラスタ内にある CVM ノードを表示することができます。
# vxclustadm nidmap
Name
system01
system02

CVM Nid
1
0

CM Nid
0
1

State
Joined: Master
Joined: Slave

上記の出力は、CVM が正常に動作していて、システム system01 が CVM マスターであ
ることを示しています。CVM が正常に機能している状況では、上記の出力は、CVM が
ローカルシステムのノード ID を vxfen ドライバから取得できない場合に表示されます。
これは、通常、ポート b が設定されていない場合に発生します。
vxfen ドライバが設定されていることを確認するには
◆

次のコマンドを使って GAB ポートを調べます。
# gabconfig -a

ポート b はローカルシステムに設定されている必要があります。
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共有ディスクグループのインポートエラー
共有ディスクグループをインポートしているときに、次のメッセージが表示される可能性が
あります。
VxVM vxdg ERROR V-5-1-587 Disk group disk group name: import
failed: No valid disk found containing disk group

ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.82 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。

CVM の起動不能
CVM を起動できない場合は、/etc/llthosts ファイルと main.cf ファイルのノード ID
の整合性を確認してください。
ディスクに書き込まれているキーの削除が必要になる場合があります。
ディスクに書き込まれているキーの削除について詳しくは、次を参照してください。
p.82 の 「すでに存在するキーの削除」 を参照してください。

CVMCluster がオンラインでも CVMVolDg がオンラインにならない
CVMCluster リソースがオンラインになると、auto-inport フラグが設定されているすべて
の共有ディスクグループが自動的にインポートされます。ディスクグループのインポートが
何らかの理由で失敗すると、CVMVolDg リソースは障害状態に遷移します。インポートに
失敗する原因を修正した後、CVMVolDg タイプのリソースをクリアし、オフラインにするだ
けでは、CVMVolDg リソースはオンライン状態に遷移しません。
リソースの問題を解決するには

1

共有ディスクグループのインポートが失敗する原因を解決します。

2

リソースタイプ CVMVolDg を含む cvm グループと、リソースタイプ CVMCluster を
含むサービスグループをオフラインにします。

3

CVMCluster リソスを含む cvm グループをオンラインにします。

4

CVMVolDg リソースを含む cvm グループをオンラインにします。

共有ディスクが表示されない
/dev/rdsk の共有ディスクが表示されない場合は、次の作業を行います。
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HBA および SCSI 層で、すべての共有 LUN が検出されることを確認してください。これ
は /dev/rdsk/* の下のディスクのいずれかに対して ls -ltr のコマンドを実行するこ
とによって検証できます。
次に例を示します。
# ls -ltr /dev/rdsk/disk_name
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d4s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,4:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d3s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,3:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d2s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,2:c,raw
lrwxrwxrwx
1 root
root
81 Aug 18 11:58
c2t5006016141E02D28d1s2
-> ../../devices/pci@7c0/pci@0/pci@8/SUNW,qlc@0/fp@0,
0/ssd@w5006016141e02d28,1:c,raw

すべての LUN が SCSI によって検出されない場合、この問題は、SCSI ドライバに対して
dev_flags または default_dev_flags と max_luns パラメータを指定することによっ
て修正される可能性があります。
/dev/rdsk/* ファイルで LUN が表示されない場合は、SAN の設定またはゾーン化の

問題を示している可能性があります。
次の追加手順を実行します。
■ /kernel/drv/sd.conf ファイルを参照し、新しい LUN が追加されているかどうかを

確認します。
■

フォーマットを見て、LUN がサーバーの中でラベル付けされているかを確認します。

■

次のコマンドを使って、ディスクが表示されるかを確認します。
# prtvtoc /dev/rdsk/cntndnsn

相互接続のトラブルシューティング
この項では、相互接続のトラブルシューティングについて説明します。
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ケーブル切断後のホストとディスク間の通信の復元
Fibre Channel ケーブルがホストとディスクの間で誤って切断された場合、再起動せずに
ホストとディスクの間の通信をリストアできます。
ケーブル切断後にホストとディスク間の通信をリストアするには

1

ケーブルを再接続します。

2

すべてのノードで、devfsadm -C コマンドを使って新しいディスクをスキャンします。
ホストがディスクを認識するまでに数分かかる場合があります。

3

すべてのノードで、次のコマンドを発行してディスクを再スキャンします。
# vxdisk scandisks

4

マスターノードで、ディスクを以前のディスクグループに再び取り付け、同じメディア
名を維持します。
# vxreattach

これには時間がかかる場合があります。詳細については、vxreattach（1M）マニュ
アルページを参照してください。
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A
スタータデータベースの作成
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Oracle 10g または 11g のデータベースの作成

Oracle 10g または 11g のデータベースの作成
2 つのオプションの 1 つを使って Oracle 10g や 11g のデータベース表領域を作成しま
す。
■

オプション 1: 共有 RAW VxVM ボリューム上

■

オプション 2: CFS（Cluster File System）上

開始する前に、次の前提条件に注意してください。
■

CRS デーモンが動作している必要があります。CRS のステータスを検証するには、次
のとおりに入力します。
# $CRS_HOME/bin/crs_stat

コマンドで各ノードですべてのプライベート IP アドレスが起動されていることを
検証します。

■ ping

共有 RAW VxVM ボリューム上でデータベース表領域の作成（オプション
1）
ここでは、共有 RAW VxVM ボリューム上でデータベース表領域の作成方法（オプション
1）について説明します。
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共有 RAW VxVM ボリューム上でデータベース表領域を作成するには（オプション 1）

1

root としてログインします。

2

CVM マスターを見つけるため、任意のノードで次のコマンドを入力します。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: system01

この出力例は、system01 が CVM マスターであることを示します。

3

CVM マスターでは、Oracle データベース表領域用の共有ディスクグループを作成
するために使用できる空きディスクを見つけ、次のとおりに入力します。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE
sda
sdb
sdc
sdd
sde
sdf

TYPE
auto:none
auto:none
auto:cdsdisk
auto:cfsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

DISK
-

GROUP
tempdg
ocrvotedg
-

STATUS
online
online
online
online
online
online

invalid
invalid
shared
shared
shared
shared

この出力例は、共有ディスク sde と sdf が空いていて、Oracle データベース表領
域のために使用できることを示します。

4

CVM マスターノードでは、共有ディスクグループを作成します。
# vxdg -s init oradatadg sde sdf

5

必須表領域のそれぞれでに対するボリュームを共有グループに作成します。
表領域の必要条件を決定するためには、Oracle データベースリリース個別の Oracle
のマニュアルを参照してください。
次のように実行します。
# vxassist -g oradatadg make VRT_system01 1000M
# vxassist -g oradatadg make VRT_system02 10M
.
.
.
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6

Oracle データを格納するボリュームに対するアクセス権限とアクセスモードを定義し
ます。$ORACLE_HOME/raw_config に記載されている各ボリュームでは、vxedit コ
マンドを使用します。
# vxedit -g disk_group set group=group user=user mode=660 volume
vxedit（1M）のマニュアルページを参照してください。

次のように実行します。
# vxedit -g oradatadg set group=oinstall user=oracle mode=660 ¥
VRT_system01

この例では、VRT_system01 は 1 つのボリュームの名前です。oradatadg で各ボ
リュームに対するアクセス権限とアクセスモードを定義するためコマンドを繰り返しま
す。

7

データベースを作成します。
Oracle のマニュアルを参照してください。

CFS 上でデータベース表領域の作成（オプション 2）
ここでは、CFS 上でのデータベース表領域の作成方法（オプション 2）について説明しま
す。Oracle データベースを格納するためにクラスタファイルシステムを使用する計画の場
合は、次の手順でファイルシステムを作成します。
CFS 上でデータベース表領域を作成するには（オプション 2）

1

root としてログインします。

2

CVM マスターを見つけるため、任意のノードで次のコマンドを入力します。
# vxdctl -c mode
mode: enabled: cluster active - MASTER
master: system01

この出力例は、system01 が CVM マスターであることを示します。
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3

CVM マスターでは、Oracle データベース表領域用の共有ディスクグループを作成
するために使用できる空きディスクを見つけ、次のとおりに入力します。
# vxdisk -o alldgs list
DEVICE TYPE

DISK

GROUP

STATUS

sda
sdb
sdc
sdd
sde
sdf

-

tempdg
ocrvotedg
-

online
online
online
online
online
online

auto:none
auto:none
auto:cdsdisk
auto:cfsdisk
auto:cdsdisk
auto:cdsdisk

invalid
invalid
shared
shared
shared
shared

この出力例は、共有ディスク sde と sdf が空いていて、Oracle データベース表領
域のために使用できることを示します。

4

共有ディスクグループを作成します。次のように実行します。
# vxdg -s init oradatadg sde

5

すべての表領域に使用するファイルシステムを含めるのに十分大きい単一の共有
ボリュームを作成します。
表領域のサイズについて詳しくは、Oracle データベースリリース個別の Oracle の
マニュアルを参照してください。
表領域で 6.8 GB が必要であると仮定すると、次のように入力します。
# vxassist -g oradatadg make oradatavol 6800M

6

このボリュームに VxFS システムを作成します。次のとおりに入力します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdsk/oradatadg/oradatavol

7

共有ファイルシステムのマウントポイントを作成します。次のとおりに入力します。
# mkdir /oradata

8

同じノードから、ファイルシステムをマウントします。次のとおりに入力します。
# mount -F vxfs -o cluster /dev/vx/dsk/oradatadg/oradatavol ¥
/oradata

9

oracle をファイルシステムの所有者として設定し、アクセス権限として 775 を設定し

ます。
# chown oracle:oinstall /oradata
# chmod 775 /oradata

付録 A スタータデータベースの作成
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10 他のノードで、7から8の手順を完了します。
11 Oracle データベースを作成します。
Oracle のマニュアルを参照してください。
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ACL（アクセス制御リスト） 特定のユーザーまたはグループと、特定のファイルまたはディレクトリに対するそのアクセ

ス権限を識別する情報。
エージェント（agent）

事前定義済みの Veritas Cluster Server（VCS）のリソースタイプを管理するプロセス。
エージェントは、リソースをオンラインまたはオフラインにしたり、リソースを監視して VCS
に状態の変化を報告します。起動すると、エージェントは VCS から設定情報を取得し、リ
ソースを定期的に監視し、リソースの状態に応じて VCS を更新します。

アロケーションユニット

ファイルシステム上の連続したブロックのグループ。リソースの概略、空きリソースマップ、
データブロックが含まれています。アロケーションユニットには、スーパーブロックのコピー
も含まれています。

（allocation unit）

API

アプリケーションプログラミングインターフェース（Application Programming Interface）
の略。

非同期書き込み

遅延された書き込み。この書き込みでは、システムのページキャッシュに存在するページ
にデータが書き込まれ、書き込み操作が呼び出し元に戻るまでの間にディスクに書き込
まれません。そのため、パフォーマンスが向上します。ただし、データがディスクにフラッ
シュされる前にシステムがクラッシュすると、データを失う可能性があります。

（asynchronous writes）

原子操作（atomic
operation）

BLI バックアップ
（Block-Level

完全に成功するか、または失敗してすべてが操作開始前の状態のままになる操作。成功
すると、すべての操作がただちに有効になります。その変更過程はユーザーには認識さ
れません。操作が一部でも失敗した場合、操作は中止され部分的変更はすべて破棄さ
れます。
ファイル全体の保存と取り込みを行わない Veritas のバックアップ機能。その代わりに、
前回のバックアップ以降に変更されたデータブロックのみがバックアップされます。

Incremental Backup）
ブートディスク（boot

システムをブートするために使われるディスク。

disk）
ブートディスクグループ

システムがブートされる場合があるディスクが含まれた専用ディスクグループ。

（boot disk group）

（buffered I/O）

最初にオペレーティングシステムバッファキャッシュにデータを転送する I/O 操作のモー
ド（この場合の I/O とは、コンピュータとの間でデータをやり取りする操作、プログラム、デ
バイスのいずれかを指します）。

bootdg

ブートディスクグループのエイリアスとして予約済みのディスクグループ名。

バッファ付き I/O
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クラスタマウントされた

複数のホストが同じファイルをマウントし、そのファイルに対してファイル操作を実行できる

ファイルシステム（cluster ようにする共有ファイルシステム。クラスタマウントには、同じファイルシステムの他のクラス
mounted file system）

タマウントによってアクセス可能な共有ストレージデバイスが必要です。共有デバイスへ
の書き込みは、クラスタファイルシステムがマウントされた任意のホストから同時に実行で
きます。ファイルシステムをクラスタマウントにするためには、mount -o cluster オプショ
ン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。

クラスタサービス（Cluster SFCFS スタックの GAB（Group Atomic Broadcast）モジュールがファイルシステムにクラ
Services）

スタメンバーシップサービスを提供します。LLT により、カーネル間の通信が可能になり、
ネットワーク通信が監視されます。

連続ファイル（contiguous 下位のメディア上でデータブロックが物理的に隣接しているファイル。
file）
CVM (Cluster Volume

Veritas Volume Manager のクラスタ機能。

Manager)

Master）

Cluster Volume Manager にはマスターノードがあり、これがボリューム設定に対する変
更を記録します。

データブロック（data

ファイルとディレクトリに属する実際のデータが含まれるブロック。

CVM マスター（CVM

block）
データ同期書き込み
（data synchronous
writes）

同期 I/O の一種。この処理では、ファイルデータは、書き込み操作が戻る前にディスクに
書き込まれます。ただし、i ノードのみマーク付けされて後で更新されます。ファイルサイ
ズが変更された場合にのみ、書き込み操作が戻る前に i ノードが書き込まれます。この
モードでは、ファイルデータは書き込み操作が戻る前に必ずディスク上に保存されます
が、システムがクラッシュすると i ノードの更新が失われる可能性があります。

（defragmentation）

ディスク上のデータを再構成するプロセス。ファイルのデータブロックを物理的に隣接さ
せて、アクセス時間を短縮します。

直接エクステント（direct

i ノードで直接参照されるエクステント。

断片化の解消

extent）
ダイレクト I/O（direct I/O） 非バッファ I/O の一種。カーネルを使ったデータのバッファリングを回避します。ダイレク

ト I/O では、ファイルシステムがディスクとユーザーバッファ間でデータを直接転送しま
す。
ディスカバードダイレクト
I/O（discovered direct
I/O）
カプセル化
（encapsulation）

ディスカバードダイレクト I/O はダイレクト I/O と類似しており、データブロックの整列条件
に対して同じ制約があります。ただし、格納領域を割り当てる操作、ファイルのサイズを拡
張する書き込み操作を実行する際に、i ノード更新の書き込みがアプリケーションに制御
を戻す前に実行される必要がありません。
指定されたディスク上の既存のパーティションをボリュームに変換するプロセス。いずれ
かのパーティションにファイルシステムが含まれる場合、/etc/vfstab エントリが修正さ
れ、代わりにファイルシステムがボリューム上にマウントされます。一部のシステムでは、カ
プセル化を適用できない場合があります。
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エクステント（extent）

1 ユニットとして処理されるファイルシステムの連続したデータブロックのグループ。エクス
テントは、開始ブロックのアドレスと長さで定義されます。

エクステント属性（extent ファイルにエクステントを割り当てる方法を決定するポリシー。
attribute）
外部クォータファイル
（external quotas file）

クォータファイル（ファイル名は quotas）。クォータ関連のコマンドを実行するには、ファイ
ルシステムのルートディレクトリにクォータファイルが存在する必要があります。

ファイルシステムブロック ファイルシステムの割り当てで基本となる最小サイズ。一部の UNIX ファイルシステムで
（file system block）

は、これは断片化サイズと等しくなります。

ファイルセット（fileset）

ファイルシステム内のファイルの集合。

固定エクステントサイズ

ファイルシステムのデフォルトの割り当てポリシーに優先するエクステント属性。特定の固
定サイズでファイルの割り当てを設定します。

（fixed extent size）
断片化

ファイルシステムが時間とともにディスク上に分散していくようなアクティブなファイルシス
テム上で進行するプロセス。使用中の領域と領域の間に、使われない断片が残ることを
いいます。この断片化によって、ファイルシステム上でファイルのエクステントへの割り当
て方法が限定されてしまうため、パフォーマンスが低下していきます。

GB（ギガバイト）

230 バイトつまり 1024 MB。

ハード制限（hard limit）

ファイルシステム上のファイルやデータブロックの使用に関して、各ユーザーのシステム
リソースに対する絶対的な制限値。

heartbeat

ハートビートメッセージは、クラスタメンバーシップの変更情報を取得するために、プライ
ベートリンクを介して送信されます。ハートビートメッセージを 16 秒間送信しないノードが
ある場合、そのノードはメンバーシップから削除されます。コマンド lltconfig を使って、
様々なハートビートパラメータに関する情報を取得できます。LLT モジュールがクラスタ
内の通信サービスを提供します。

間接アドレスエクステント ファイルデータそのものではなく、他のエクステントへの参照を含むエクステント。1 段間
extent）

接アドレスエクステントでは、複数の間接データエクステントが参照されます。2 段間接ア
ドレスエクステントでは、1 段間接アドレスエクステントが参照されます。

間接データエクステント

ファイルデータを含むエクステント。間接アドレスエクステントを介して参照されます。

（indirect address

（indirect data extent）
i ノード（inode）

ファイルシステム内部の各ファイルの一意の識別子で、そのファイルと関連付けられた
データとメタデータを含みます。

i ノードアロケーションユ

特定のファイルセットの i ノード割り当て情報を含む連続するブロックのグループ。この情
報はリソースの概略と空き i ノードマップの形式です。

ニット（inode allocation
unit）
インテントログ（intent
logging）

ファイルシステム構造に対する保留中の変更を記録する方法。これらの変更は、循環型
のインテントログファイルに記録されます。
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（internal quotas file）

VxFS では、内部使用のために内部クォータファイルが保持されています。内部クォータ
ファイルには、各ユーザーとグループによって使われるブロックとインデックスの数が記述
されています。

KB（キロバイト）

210 バイトつまり 1024 バイト。

大容量ファイル（large

2 TB よりも大きなファイル。VxFS は、サイズが 256 TB までのファイルをサポートします。

内部クォータファイル

file）

（large file system）

2 TB よりも大きなファイルシステム。VxFS は、サイズが 256 TB までのファイルシステム
をサポートします。

遅延（latency）

ファイルシステムの場合、ファイルシステムの特定の操作がユーザーに戻るまでの時間。

ローカルマウントされた
mounted file system）

単一のホストにマウントされたファイルシステム。単一のホストが他のクライアントからスト
レージへのすべてのファイルシステム書き込みを調整します。ローカルマウントにするファ
イルシステムを mount -o cluster オプションを使ってマウントすることはできません。

メタデータ（metadata）

ディスク上のファイル属性を記述する構造データ。

MB（メガバイト）

220 バイトつまり 1024 KB。

ミラー（mirror）

ボリュームとそのボリューム内のデータの複製（サブディスクの順序付けられた集合）。各
ミラーは、ミラーが対応付けられているボリュームの 1 つの複製です。

MVS ファイルシステム

複数のボリュームにまたがって作成された 1 つのファイルシステム。各ボリュームに独自
のプロパティを設定できます。

大容量ファイルシステム

ファイルシステム（local

（multi-volume file
system）
MVS（Multi Volume
Support）
ノード（node）

クラスタ内のホストの 1 つ。

ノード停止（node abort）

緊急の場合に、進行中の操作を停止することなくノードがクラスタから切り離される状況。

ノード参加（node join）

ノードがクラスタに参加し、共有ディスクにアクセスできるようにするプロセス。

OLT（Object Location

ファイルシステムの重要な構造要素の位置付けに必要な情報。OLT は、メディア（または
ディスク）上の固定位置に書き込まれます。

Table）
ページファイル（page
file）

仮想アドレス空間の固定サイズのブロック。このブロックは、システムで使える物理アドレ
スにマップされます。

（preallocation）

ファイルシステムの領域が足りなくなった場合でも、ファイルに対して指定された領域をア
プリケーションで確実に使えるようにするための方法。

プライマリファイルセット

ユーザーが参照でき、アクセスできるファイル。

事前割り当て

（primary fileset）
クォータ（quotas）

ファイルシステム上のファイルとデータブロックを使うユーザーに対するシステムリソース
のクォータ限度。

用語集

クォータファイル（quotas クォータコマンドにより、外部クォータファイルが読み書きされ、使用制限が取得または変
file）

更されます。クォータが有効にされると、クォータ限度が外部クォータファイルから内部
クォータファイルにコピーされます。

予約（reservation）

ファイルに対して領域を事前割り当てするために使われるエクステント属性。

ルートディスクグループ

システム上に常に存在する特別な専用ディスクグループ。ルートディスクグループの名前
は rootdg です。

SFCFS （Storage
Foundation Cluster File
System）
SFCFS プライマリ（SFCFS クラスタ内の各ファイルシステムには、そのファイルシステムのメタデータの更新を受け持
Primary）

つプライマリノードがあります。

共有ディスクグループ
（shared disk group）

複数のディスクが複数のホストで共有されるディスクグループ（クラスタ共有ディスクグルー
プとも呼ばれます）。

共有ボリューム（shared

共有ディスクグループに属するボリューム。同時に複数のノードで使えます。

volume）
スナップショットファイルシ マウントされたファイルシステムの特定時点における完全コピー。オンラインバックアップ
ステム（snapshot file

を実行するために使われます。

system）
スナップファイルシステム スナップショットファイルシステムの作成にイメージが使われたファイルシステム。
（snapped file system）
ソフト制限（soft limit）

ソフト制限はハード制限より低い値になります。ソフト制限は、制限時間内であれば、超過
することができます。ファイルとブロックに対して、それぞれ時間が制限されています。

Storage Checkpoint

ファイルシステムまたはデータベースのイメージに対して、一貫して安定したイメージを提
供し、最後の Storage Checkpoint 以降に変更されたデータブロックを追跡する機能。

構造化ファイルセット

ファイルシステムの構造を定義するファイル。これらのファイルをユーザーが参照したりア
クセスすることはできません。

（structural fileset）
スーパーブロック
（super-block）

ファイルシステムのタイプ、レイアウト、サイズなど、ファイルシステムに関する重要な情報
が含まれているブロック。VxFS スーパーブロックは、常にファイルシステムの先頭から
8192 バイトに位置し、長さは 8192 バイトです。

（synchronous writes）

ファイルデータをディスクに書き込み、i ノード最終更新時刻を更新し、更新した i ノード
をディスクに書き込む同期 I/O の一種。書き込み操作が呼び出し元に戻ったときには、
データと i ノードの両方がディスクに書き込まれています。

TB（テラバイト）

240 バイトつまり 1024 GB。

トランザクション

ファイルシステム構造は、すべての更新を確実に完了させるためにグループ化されてい
ます。

同期書き込み

（transaction）
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スループット

ファイルシステムの場合、特定の時間内に実行できる I/O 操作数。

（throughput）
ufs

UNIX のファイルシステムタイプ。一部のコマンドで、パラメータとして使われます。

UFS（UNIX のファイルシ

4.2 Berkeley Fast File System から派生。

ステム）
非バッファ I/O

カーネルキャッシュを回避して、I/O パフォーマンスを向上させる I/O。ダイレクト I/O に
類似しています。ただし、ファイルの拡張時に、ダイレクト I/O では i ノードがディスクに同
期して書き込まれますが、非バッファ I/O では i ノード更新が遅延します。

VCS （Veritas Cluster
Server）
ボリューム（volume）

ファイルシステムやデータベースなど、アプリケーションで使われるディスクブロックのアド
レス指定可能な範囲を表す仮想ディスク。

ボリュームセット（volume 複数の異なるボリュームのコンテナ。各ボリュームは、独自のジオメトリを所有できます。
set）
vxfs

Veritas File System のファイルシステムタイプ。一部のコマンドで、パラメータとして使わ
れます。

VxFS

Veritas File System の略。

VxVM

Veritas Volume Manager の略。
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