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1
VCS の紹介
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Cluster Server について

■

VCS の基本原則について

■

Veritas 製品のライセンスについて

■

VCS の機能について

■

VCS のオプションコンポーネントについて

Veritas Cluster Server について
Symantec社の Veritas™ Cluster Server は、クラスタ設定のための高可用性ソリューショ
ンです。Veritas Cluster Server（VCS）は、システムやアプリケーションサービスを監視
し、ハードウェアまたはソフトウェアにエラーが発生した場合はサービスを再開させます。

VCS の基本原則について
単一の VCS（Veritas Cluster Server）クラスタは、共有ストレージに様々な組み合わせ
で接続された複数のシステムで構成されます。VCS クラスタに含まれているシステムは、
ノードと呼ばれます。VCS は、クラスタ内の複数のノードで実行中のアプリケーションの監
視と制御を行うことで、ハードウェアやソフトウェアで発生したエラーの種類に応じてアプ
リケーションの再開処理を行います。
アプリケーションはほとんど、またはまったく休止せずに処理を継続できます。NFS など
の場合、このような処理の継続は、上位レベルのアプリケーションおよびユーザーに対し
て透過的です。一方、ユーザーによって Web サーバーでのページの再読み込みなど、
操作の再試行が必要な場合もあります。
図 1-1 は、共有ストレージに接続された 4 つのノードの一般的な VCS 構成を示していま
す。
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図 1-1

4 つのノードから成る VCS クラスタの例

クライアント
ワークステーション

クライアント
ワークステーション

パブリック
ネットワーク

VCS
プライ
ベート
ネットワーク

VCS ノード

共有ストレージ

クライアントワークステーションは、VCS ノード上で実行されているアプリケーションから、
パブリックネットワークを介してサービスの提供を受けます。VCS は、ノードとそのサービ
スを監視します。クラスタ内の VCS ノードは、プライベートネットワークを介して通信しま
す。
VCS の設定ファイルは次のとおりです。
■

main.cf - サービスグループとリソースを含むクラスタを定義する。

■

types.cf - リソースタイプを定義する。

■

/etc/sysconfig/vcs - システムの再起動時と停止時の VCS の起動動作と停止動作
を定義する。

デフォルトでは、main.cf ファイルと types.cf ファイルは /etc/VRTSvcs/conf/config フォ
ルダにあります。
p.276 の 「VCS 設定ファイルについて」 を参照してください。

マルチノードについて
VCS は、クラスタ内の各ノード上で、複製された状態で実行されます。プライベートネット
ワークによって、ノードはすべてのリソースについての同一の状態情報を共有できます。
プライベートネットワークは、アクティブなノード、クラスタに追加されるノード、クラスタから
削除されるノード、障害が発生したノードも認識します。プライベートネットワークには、ネッ
トワーク分割の発生を防止するために、2 つの通信チャネルが必要です。
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共有ストレージについて
VCS のハードウェアは一般に、I/O チャネルを介して共有ストレージに接続された複数の
ノードで構成されます。共有ストレージによって、複数のシステムが同じデータにアクセス
することができます。また、これによって VCS は、ノードに障害が発生したときに代わりの
ノードでアプリケーションを再起動できるので、高可用性が保証されます。
VCS のノードは、物理的に接続されたストレージだけにアクセスできます。
図 1-2 は VCS の共有ストレージの設定の柔軟性を示しています。
図 1-2

共有ストレージの設定の 2 つの例

完全共有ストレージ

分散共有ストレージ

LLT と GAB について
VCS は、LLT（Low Latency Transport）と GAB（Group membership and Atomic
Broadcast）という 2 つのコンポーネントを使って、プライベートネットワークを介してシス
テム間でデータを共有します。これらのコンポーネントにより、VCS に要求される処理効
率と信頼性を確保しています。
LLT は、高速なカーネル間通信を実現し、ネットワーク接続を監視します。
LLT の設定ファイルは次のとおりです。
■

/etc/llthosts - クラスタ内のすべてのノードをリストします

■

/etc/llttab - ローカルシステムと、クラスタ内の他のノードとの間のプライベートネット
ワークリンクを記述します

GAB は、ノード間の同期を保つために必要な総合的なメッセージを提供します。また、
VCS ハートビートユーティリティなどの、ディスクを使った通信を監視します。/etc/gabtab
のファイルは GAB の設定ファイルです。
LLT と GAB の初期化設定ファイルは次のとおりです。
■

/etc/sysconfig/llt
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■

/etc/sysconfig/gab

p.273 の 「LLT と GAB の設定ファイルについて」 を参照してください。

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

図 1-3

VCS プライベートネットワーク:
2 つのイーサネット接続

galaxy

共有ディスク

nebula

パブリックネットワーク

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

VCS シーディングについて
先在するネットワーク分割からクラスタを保護するために、VCS はシード（seed）を採用し
ています。シードとは、すべてのノードがクラスタに参加したかどうかを判断する GAB の
機能です。この判断を行うため、クラスタ内のノード数を GAB に設定しておく必要があり
ます。シーディングされたノードでなければ VCS を実行できないことに注意してください。
GAB は次の条件で自動的にノードをシーディングします。
■

シーディングされていないノードがシーディングされているノードと通信を行う場合
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■

クラスタ内のすべてのノードがシーディングされていないが、互いに通信可能な場合

最後のシステムが起動してクラスタに参加すると、クラスタはすべてのノードのシーディン
グを実行し、VCS を起動します。VCS の起動後は、任意の組み合わせでノードを停止ま
たは再起動することができます。シーディングは、クラスタ内のどこかで VCS の少なくとも
1 つのインスタンスが動作しているかぎり有効です。
クラスタ内の 1 つ以上のシステムが使用できない場合は、手動でシーディングを実行し
て、VCS をコールドスタートから実行する必要があります。VCS は、システムがシーディン
グされるまで、そのシステム上のサービスグループを起動しません。

Veritas 製品のライセンスについて
このリリースの Veritas 製品では、ライセンスキーなしでインストールできるオプションが用
意されました。キーレスライセンス方式では、ライセンスを入手する必要がなくなるわけで
はありません。ソフトウェアライセンスは、著作権によって保護されているソフトウェアの使
用法または再配布について規定する法的文書です。管理者と企業の担当者は、インス
トールする製品に見合ったレベルのライセンスの権利がサーバーまたはクラスタに付与さ
れていることを確認する必要があります。シマンテック社は、監査により権利と遵守につい
て確認できる権利を留保します。
この製品のライセンス取得中に問題が発生した場合は、シマンテック社ライセンスサポー
ト Web サイトを参照してください。
Veritas 製品インストーラでは、次のいずれかのライセンス交付方法を選択するように求
めるメッセージが表示されます。
■

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

■

ライセンスキーなしでインストールを続行。
インストーラによって、インストールする製品モードとオプションの入力を求めるプロン
プトが表示され、必要な製品レベルが設定されます。
このオプションを選択してから 60 日以内に、権利を付与されたライセンスレベルに対
応した有効なライセンスキーをインストールするか、管理サーバーでサーバーまたは
クラスタを管理することによってキーレスライセンス状態で利用し続ける必要がありま
す。前述の条項に従わない場合、Veritas 製品を使い続けることはエンドユーザー使
用許諾契約違反となるため、警告メッセージが表示されます。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless

以前のリリースの Veritas ソフトウェアからのこのリリースにアップグレードする場合、製品
インストーラによって、インストール済みのライセンスキーが変更されることはありません。
このリリースの新しい機能が既存のライセンスキーによってアクティブにされないことがあ
ります。
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製品インストーラを使ってアップグレードするか、製品インストーラを使わない方法でイン
ストールまたはアップグレードする場合は、次のいずれかの方法で製品のライセンスを付
与する必要があります。
コマンドを実行して、購入した製品の製品レベルを設定。このオプション
では、管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理する必要もあります。
p.189 の 「キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更」 を参照してくださ
い。
vxkeyless(1m) のマニュアルページを参照してください。

■ vxkeyless

■ vxlicinst

コマンドを使って、購入した 5.1 製品の有効な製品ライセンスキーをイン

ストール。
vxlicinst（1m） のマニュアルページを参照してください。

使用が許可された別のレベルに製品レベルを変更するためにこれらのオプションを使う
こともできます。たとえば、インストールされた製品にレプリケーションオプションを追加で
きます。使用中の製品レベルとオプションの適切なライセンスを有することを確認する必
要があります。
メモ: 製品スタックを変更する場合は、追加手順が必要になることがあります。
次の理由により、キーレスライセンス付与に更新することを推奨します。
■

5.1 の機能が有効になる。

■

製品レベルを簡単に変更できる。

VCS の機能について
Veritas Operations Services を使って、VCS をインストールするためのセットアップを評
価できます。
p.25 の 「Veritas Operations Services について」 を参照してください。
VCS は VCS の設定時に設定できる次の機能を提供します。
VCS の通知

p.25 の 「VCS の通知について」 を参照してください。

VCS のグローバルクラスタ

p.26 の 「グローバルクラスタについて」 を参照してください。

I/O フェンシング

p.26 の 「I/O フェンシングについて」 を参照してください。
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Veritas Operations Services について
Veritas Operations Services（VOS） は Veritas Storage Foundation and High
Availability 製品専用に設計されている Web ベースアプリケーションです。VOS は操
作効率を高め、アプリケーションの可用性を改善するのに有効です。
VOS では、次の管理者のタスクを自動化し、単純化します。
■

システムが Storage Foundation and High Availability 製品をインストールまたは
アップグレードできる状態にあるかどうかの判断

■

Storage Foundation and High Availability 製品の配備と使用に関する情報の収
集

■

次の最新の更新に関する通知の受信:
■

パッチ

■

ハードウェア互換性リスト（HCL）

■

ASL（Array Support Library）

■

APM（Array Policy Module）

■

Storage Foundation and High Availability 製品の設定がベストプラクティスに従っ
ているかどうかの判断

■

1 つの Web サイトでのサーバーと環境設定データの管理

■

Unified Message Identifier（UMI）コードとその解決策の解釈

■

Storage Foundation and High Availability 製品のパッチの識別とダウンロード

VOS にアクセスするには、次に移動してください。
http://go.symantec.com/vos

VCS の通知について
VCS では、SNMP と SMTP のどちらの通知も設定できます。どちらかの通知を設定する
ことを推奨します。次のオプションが選択できます。
■

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

■

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

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

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。
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メモ: I/O フェンシングを使ってスプリットブレインの状態からクラスタを保護することを推
奨します。

VCS のオプションコンポーネントについて
VCS に次のオプションコンポーネントを追加できます。
Symantec Product
Authentication Service

p.27 の 「Symantec Product Authentication Service（AT）
について」 を参照してください。

Veritas Cluster Server
Management Console

p.28 の 「Veritas Cluster Server Management Console
について」 を参照してください。

Cluster Manager（Java コンソール） p.28 の 「Cluster Manager（Java コンソール）について」 を
参照してください。
VCS Simulator

p.28 の 「VCS シミュレータについて」 を参照してください。

ほとんどのオプションコンポーネントを設定する場合は、インストールプログラムでメッセー
ジが表示されたときにすべてのRPMをインストールしてください。ほとんどのコンソールが
個別のダウンロードであることに注意してください。

Symantec Product Authentication Service（AT）について
VCS はクラスタノードとクライアント間のセキュア通信を提供するために Symantec Product
Authentication Service（AT）を使います。セキュア通信のためパブリックネットワーク上
の通信を暗号化する認証と SSL のためのデジタル証明書を使います。
クラスタコンポーネント間の信頼関係を確立するため AT は次のブローカーを使用しま
す。
■

ルートブローカー
ルートブローカーはメインの登録局および認証局として機能します。つまり、自己署名
した証明書があり他のブローカーを認証できます。ルートブローカーは、認証ブロー
カーの初期作成時にのみ使います。
安定した外部システム上のルートブローカーは複数のクラスタに対して機能できます。
ユーティリティシステムに単一のルートブローカーをインストールすることを推奨しま
す。（電子メールサーバーまたはドメインコントローラなどの）ユーティリティシステムは、
いつも利用されています。
VCS クラスタのノードの 1 つをルートと認証ブローカーとして機能するように設定する
こともできます。

■

認証ブローカー
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認証ブローカーは中間の登録局および認証局として機能します。認証ブローカーに
はルート署名の証明書があります。VCS 内の各ノードは認証ブローカーとして機能し
ます。
詳しくは、Symantec Product Authentication Service のマニュアルを参照してくださ
い。
p.75 の 「セキュアモードでクラスタを設定する準備」 を参照してください。

Cluster Manager（Java コンソール）について
Cluster Manager（Java コンソール）には、クラスタを管理するためのすべての機能が備
わっています。Java コンソールの様々な表示画面を使って、クラスタと、サービスグルー
プ、システム、リソース、リソースタイプなどの VCS オブジェクトを監視します。
このコンソールは http://go.symantec.com/vcsmc からダウンロードできます。
クラスタ管理のための Veritas Cluster Server（VCS）Management Console も提供され
ています。
p.28 の 「Veritas Cluster Server Management Console について」 を参照してくださ
い。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

Veritas Cluster Server Management Console について
Veritas Cluster Server Management Console は単一の Web コンソールからクラスタ
の監視と管理を行えるようにする高可用性管理ソリューションです。
複数のクラスタを管理するように Veritas Cluster Server Management Console を設定
できます。
インストール、アップグレード、設定について詳しくは、『Veritas Cluster Server
Management Console 実装ガイド』を参照してください。
VCS Management Console の更新とパッチについて詳しくは、
http://seer.entsupport.symantec.com/docs/308405.htm にアクセスしてください。
VCS Management Console の最新バージョンをダウンロードするには、
http://www.symantec.com/business/cluster-server にアクセスし、［Utilities］をクリッ
クしてください。

VCS シミュレータについて
VCS シミュレータを使うと、クラスタ設定のシミュレートとテストを行えます。VCS シミュレー
タを使って、サービスグループとリソースの設定を表示および変更し、フェールオーバー
の動作をテストします。VCS シミュレータは、スタンドアロンシステム上で実行できます。追
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加のハードウェアは必要ありません。VCS シミュレータは Windows オペレーティングシ
ステムにのみインストールできます。
VCS シミュレータはクラスタで実行される VCS 高可用性デーモン（HAD）と同じバージョ
ンを実行するため、フェールオーバー先の決定が実際のクラスタでの決定と同じになりま
す。
VCS シミュレータを使うと、様々なオペレーティングシステムの設定をテストできます。たと
えば、Windows システムで VCS シミュレータを実行して、Windows、Linux 、Solaris
の各クラスタの VCS 設定をテストできます。グローバルクラスタの作成とテストも行えます。
VCS シミュレータは、Java コンソールやコマンドラインから管理できます。
VCS シミュレータをダウンロードするには、
http://www.symantec.com/business/cluster-server にアクセスし、［Utilities］をクリッ
クします。
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2
VCS のインストール計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS インストールの必要条件

■

VCS のインストール方法

■

標準的な VCS クラスタ設定モデル

VCS インストールの必要条件
VCS は、最大 32 台のシステムで構成されたクラスタにインストールできます。VCS をイン
ストールする各ノードは、ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たしている必要があ
ります。
このマニュアルのバージョンは 5.1.0 です。続行する前に、最新バージョンのマニュアル
を使っていることを確認してください。次の URL で参照できます。
http://sfdoccentral.symantec.com/sf/5.1/linux/pdf/vcs_install.pdf
このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社テクニカルサポートの Web
サイトで最新情報の TechNote を確認してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/335001
このソフトウェアでサポートされるハードウェアは、ハードウェア互換性リストとして定期的
に更新されます。サポートされるハードウェアの最新情報については、次の URL を参照
してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/330441
Veritas Cluster Server のインストールまたはアップグレードを行う前に、最新の互換性
リストを参照して、ご使用になるハードウェアとソフトウェアのサポート状態を確認ください。

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

VCS クラスタのハードウェア必要条件

項目

説明

VCS ノード

サポート対象バージョンの Linux オペレーティングシステムを実行している
1 から 32 台までの Linux システム。
p.33 の 「サポート対象 Linux オペレーティングシステム」 を参照してくださ
い。

DVD ドライブ

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

ディスク

一般的な VCS 設定では、共有ディスクが、クラスタ内のシステム間を移行す
るアプリケーションをサポートする必要があります。
VCS の I/O フェンシングの機能はすべてのデータとコーディネータディスク
が SCSI-3 Persistent Reservation（PR）をサポートすることを必要とします。

ディスク領域

p.32 の 「必要なディスク領域」 を参照してください。

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

各 VCS ノードに最小 256 MB の空き容量が必要です。

必要なディスク領域
システムに VCS をインストールする十分な空きディスク領域があることを確認します。
表 2-2 は Veritas Cluster Server RPM のディレクトリごとの概算のディスク領域使用量
を示します。
表 2-2

ディスク領域の必要量と合計量

パッケージ

/

/opt

/usr

/var

合計量

必要量

3 MB

241 MB

8 MB

1 MB

250 MB
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パッケージ

/

/opt

/usr

/var

合計量

任意設定量

1 MB

51 MB

0 MB

7 MB

58 MB

必要量と任意設定
量の合計

4 MB

292 MB

8 MB

8 MB

308 MB

メモ: /var に十分な空き領域がない場合、installvcs コマンドを tmppath オプションを
指定して実行します。指定した tmppath ファイルシステムに必要な空き領域があることを
確認します。

サポート対象 Linux オペレーティングシステム
この項は、このリリースの Veritas 製品のサポート対象オペレーティングシステムを一覧
表示します。
このリリースに関する重要な更新については、シマンテック社テクニカルサポート Web サ
イトの最新 TechNote を確認してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/335001
Veritas 5.1 リリースは、次のオペレーティングシステムおよびハードウェアで動作します。
■

AMD Opteron または Intel Xeon EM64T（x86_64）で稼動する Update 3
（2.6.18-128.el5 カーネル）適用済みの Red Hat Enterprise Linux 5（RHEL 5）以
降

■

AMD Opteron または Intel Xeon EM64T（x86_64）上で動作する、SP2
（2.6.16.60-0.21 カーネル）適用済みの SUSE Linux Enterprise Server 10（SLES
10）

■

AMD Opteron または Intel Xeon EM64T（x86_64）上で動作する、SUSE Linux
Enterprise Server 11（SLES 11）（2.6.27.19-5 カーネル）

■

AMD Opteron または Intel Xeon EM64T（x86_64）上で動作する Update 3
（2.6.18-128.el5 カーネル）適用済みの Oracle Enterprise Linux（OEL 5）以降

システムで、より古いバージョンの Red Hat Enterprise Linux、SUSE Linux Enterprise
Server または Oracle Enterprise Linux を実行している場合は、Veritas Storage
Foundation ソフトウェアをインストールする前にそれらをアップグレードする必要がありま
す。システムのアップグレードと再インストールについて詳しくは、Red Hat、SUSE、また
は Oracle のマニュアルを参照してください。
シマンテック社では、Oracle、Red Hat、および SUSE で配布されたカーネルバイナリの
みをサポートします。
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シマンテック社製品は、前述のカーネルとパッチの後続リリース適用後でも動作します。
ただし、その場合は、オペレーティングシステムがカーネル ABI（アプリケーションバイナ
リインターフェース）互換を維持していることが条件です。
サポートされている最新の Red Hat Errata と更新、および SUSE サービスパックについ
ては、次の TechNote を参照してください。シマンテック製品をインストールする前にこの
TechNote をお読みください。
http://entsupport.symantec.com/docs/335001

VCS に必要な Linux RPM
VCS をインストールまたはアップグレードするシステムで、次のオペレーティングシステム
固有の RPM をインストールしたことを確認してください。VCS は、次の RPM が ABI との
互換性を維持する前提で、次の RPM のすべてのアップデートをサポートします。
表 2-3 に、各 Linux オペレーティングシステムで VCS が必要とする RPM の一覧を示し
ます。
表 2-3

必要な RPM

オペレーティングシステム

必要な RPM

RHEL 5

compat-libgcc-296-2.96-138.i386.rpm
compat-libstdc++-33-3.2.3-61.i386.rpm
compat-libstdc++-296-2.96-138.i386.rpm
glibc-2.5-24.i686.rpm
libgcc-4.1.2-42.el5.i386.rpm
libstdc++-3.4.6-10.i386.rpm
compat-libstdc++-33-3.2.3-61.x86_64.rpm
glibc-2.5-24.x86_64.rpm
glibc-common-2.5-24.x86_64.rpm
libgcc-4.1.2-42.el5.x86_64.rpm
libstdc++-3.40.6-10.x86_64.rpm
java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115.noarch.rpm
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オペレーティングシステム

必要な RPM

SLES 10

compat-32bit-2006.1.25-11.2.x86_64.rpm
glibc-32bit-2.4-31.54.x86_64.rpm
compat-2006.1.25-11.2.x86_64.rpm
compat-libstdc++-5.0.7-22.2.x86_64.rpm
glibc-2.4-31.54.x86_64.rpm
libgcc-4.1.2_20070115-0.21.x86_64.rpm
libstdc++-4.1.2_20070115-0.21.x86_64.rpm

SLES 11

glibc-2.9-13.2
glibc-32bit-2.9-13.2
libgcc43-4.3.3_20081022-11.18
libgcc43-32bit-4.3.3_20081022-11.18
libstdc++43-4.3.3_20081022-11.18
libstdc++43-32bit-4.3.3_20081022-11.18

VCS の必須 Solaris パッチ
Solaris にシマンテック製品をインストールする前に、次の TechNote を参照し、その指
示に従ってください。
http://entsupport.symantec.com/docs/334829

サポートするソフトウェア
VCS は次の Volume Manager とファイルシステムをサポートします。
■

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

■

Veritas Storage Foundation (SF): Veritas Volume Manager（VxVM）と Veritas
File System（VxFS）
VCS 5.1 は次のバージョンの SF をサポートします。
■

SF 5.0 MP3
■

VxVM 5.0 MP3 と VxFS 5.0 MP3

SF 5.0 MP3 は Linux の 64 ビットアーキテクチャのみをサポートします。詳しくは
『Veritas Storage Foundation リリースノート』を参照してください。
■

SF 5.1
■

VxVM 5.1 と VxFS 5.1
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メモ: VCS は、アップグレードを促進するために、前バージョンの SF と次バージョンの SF
をサポートします。

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

コーディネータディスク
p.36 の 「I/O フェンシングに必要なコーディネータディスクの条件」 を参照してくださ
い。

■

CP サーバー
p.37 の 「CP サーバーの必要条件」 を参照してください。

ディスクベースのフェンシングまたはサーバーベースのフェンシングを少なくとも 1 つの
コーディネータディスクと設定するには、SCSI-3 Persistent Reservation（SCSI-3 PR）を
サポートするバージョンの Veritas Volume Manager（VxVM）が VCS クラスタ上にイン
ストールされていることを確認してください。
『Veritas Storage Foundation and High Availability インストールガイド』を参照してく
ださい。

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

ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、3 つのコーディネータディスクが必要で
す。

■

コーディネータディスクは RAW デバイス、DMP デバイス、iSCSI デバイスのいずれ
かです。
iSCSI ベースのコーディネータディスクの場合は、DMP ディスクポリシーを使う必要が
あります。
サポートされるハードウェアの最新情報については、次の URL を参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/283161

■

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

■

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

■

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

■

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

コーディネータディスクをデータ格納に使用したり、ユーザーデータを格納するディス
クグループに含めることはできません。

■

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

CP サーバーの必要条件
CP サーバーをインストールするには、次の必要条件を満たしている必要があります。
■

CP サーバーのハードウェア固有の必要条件

■

OS の必要条件

■

ネットワークの必要条件（および推奨事項）

■

セキュリティの必要条件

CP サーバーをホストする VCS/SFHA クラスタの基本的なハードウェアの必要条件につ
いては、適切な VCS または SFHA のインストールと設定ガイドを参照してください。
表 2-4 に、CP サーバーをホストするための追加の必要条件を示します。
表 2-4

CP サーバーのハードウェアの必要条件

必要なハードウェア

説明

ディスク領域

VCS クラスタまたは SFHA クラスタで CP サーバーをホストするに
は、各ホストに次のファイルシステム領域が必要です。
/opt ディレクトリに 550 MB（さらに、言語パッケージに追加の
15 MB が必要）
■ /usr に 300 MB
■

■

/var に 20 MB

ストレージ

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

RAM

各 CP サーバーに少なくとも 512 MB が必要です。

CP サーバーとクライアントノー
ド間の物理リンク

CP サーバーを VCS クラスタに接続するには、安全な TCP/IP の
接続が必要です。

表 2-5 に、CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョンを示しま
す。
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表 2-5

CP サーバーがサポートするオペレーティングシステムとバージョン

CP サーバー

オペレーティングシステムとバージョン

VCS 単一ノードクラスタでホストされる CP サー
バー、または

■

Solaris 9（SPARC）

■

Solaris 10（SPARC または x86）

SFHA クラスタでホストされる CP サーバー

■

Linux（RHEL5、SLES10、SLES11）

ネットワークの必要条件については、VCS クラスタから CP のサーバーへのネットワークア
クセスの高可用性と冗長性が実現されるようにすることをお勧めします。ネットワーク接続
には安全な LAN または VPN が必要です。
CP サーバーは、これらのネットワークパス上の VCS クラスタとの接続と通信のために
TCP/IP プロトコルを使います。CP サーバーは TCP ポート 14250 を使って VCS クラスタ
からのメッセージの応答を準備します。これは CP サーバーの設定中に変更できるデフォ
ルトのポートです。
メモ: CP サーバーは、VCS クラスタと通信を行うときは IPv4 または IPv6 アドレスのいず
れかをサポートします。CP サーバーが IPv6 仮想 IP アドレスを使うように設定されている
場合、VCS クラスタは CP サーバーがホストされている IPv6 ネットワークにも存在する必
要があります。
CP サーバーを特定のネットワーク設定内に配置する場合、異なる VCS クラスタノードか
ら CP サーバーへのホップ数を考慮に入れる必要があります。最善の手順として、VCS ク
ラスタ各ノードから CP サーバーへのホップ数を等しくすることをお勧めします。これによ
り、結果として I/O フェンシングのシナリオになるイベントが発生した場合に、競争にノー
ド間のホップの数によるバイアスがないことが保証されます。
VCS クラスタと CP サーバー間の安全な通信のためには、次の必要条件と提案事項を必
ず考慮してください。
■

セキュリティが設定されている場合は、VCS とカスタマイズされたフェンシングフレー
ムワークの両方で通信用のセキュアチャネルを使うことができます。VCS をセキュア
モードで設定し、CP サーバーまたは VCS クラスタを非セキュアモードで設定すること
はサポートされていますが、VCS を非セキュアモードで設定し、CP サーバーをセキュ
アモードで設定することはサポートされていません。

■

安全な通信環境では、VCS クラスタで使われるすべての CP サーバーはセキュリティ
を有効に設定する必要があります。VCS クラスタが使用する CP サーバーのうち、一
部はセキュリティが有効になった状態で実行され、その他はセキュリティが無効になっ
た状態で実行されるという構成は、サポートされていません。

■

また、CP サーバーと VCS クラスタは同じルートブローカーを使う必要があります。同
じルートブローカーが使われていない場合は、安全な通信のためにクラスタノードと
CP サーバー間に信頼関係を確立できます。信頼関係はフェンシングを設定するとき
にインストーラによって確立できます。
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■

CP サーバーと VCS クラスタが非セキュアモードで通信する場合、Symantec Product
Authentication Service を設定する必要はありません。非セキュアモードでは、VCS
クラスタユーザーとしての認証は引き続き CP サーバーによって提供されます。実行
される認証は、権限があるユーザーが CP サーバーでのユーザー権限に応じて適切
な操作を実行できることのみを保証します。

追加情報については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

VCS のインストール方法
表 2-6 に、VCS のインストールと設定で選択できる様々な方法の一覧を示します。
表 2-6

VCS のインストール方法

方法

説明

スクリプトベースのインストーラを使った対
話式のインストール

次のスクリプトベースインストーラのどちらかを使えま
す。
Veritas 製品インストーラ
複数の Veritas 製品をインストールして設定する
場合に使います。
■ installvcs プログラム
VCS のみをインストールして設定する場合に使い
ます。
■

スクリプトベースのインストーラでは、一連の質問メッ
セージが表示され、入力した情報に基づいて VCS の
インストールと設定が行われます。
Web ベースのインストーラを使った対話式 Web インターフェースを使って VCS のインストールと
のインストール
設定を行えます。
VCS の応答ファイルを使った自動インス
トール

インストールと設定のシミュレートまたは実際の処理が
正常に終了するたびに、インストーラによって応答ファ
イルが作成されます。大規模な VCS クラスタを設定す
るためにインストールを複数回実行する場合に、これ
らの応答ファイルを使えます。

Linux のコマンドとユーティリティを使った オペレーティングシステムの rpm -i コマンドを使って
手動インストール
VCS をインストールし、その後に手動で VCS を設定
できます。
RHEL の Kickstart ユーティリティを使って VCS をイ
ンストールすることもできます。
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VCS インストールプログラムについて
installvcs プログラムには、コマンドラインから、または Veritas 製品インストーラを通して
アクセスできます。
対話式の VCS インストールプログラムで次のタスクを管理します。
■

VCS のライセンス確認

■

複数のクラスタシステムへの VCS RPMのインストール

■

VCS の設定（システムごとにいくつかの設定ファイルを作成）

■

VCS プロセスの起動

次のような各種オプション機能の設定も選択できます。
■

SNMP と SMTP の通知

■

Symantec Product Authentication Service の機能

■

ワイドエリアのグローバルクラスタ機能

設定の途中で installvcs プログラムから入力を要求される情報についてのハイライトを
確認してください。
p.49 の 「VCS のインストールの準備について」 を参照してください。
uninstallvcs プログラムは、installvcs プログラムと対のユーティリティであり、VCS RPM
をアンインストールします。

スクリプトベースのインストーラの機能
スクリプトベースのインストーラでは、VCS のインストール、設定、アップグレード、アンイン
ストールがサポートされます。さらに、次のタスクを実行するためのコマンドオプションも用
意されています。
■

システムが VCS インストールの必要条件を満たしているか確認する
p.60 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してください。

■

現在クラスタ上で以前のバージョンの VCS が動作している場合は VCS をアップグ
レードする
p.230 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照して
ください。

■

VCS のプロセスを開始または停止する
p.396 の 「Veritas 製品のプロセスの開始と停止」 を参照してください。

■

Symantec Product Authentication Service (VxAT) を使ってクラスタのセキュア
モードでの実行を有効または無効にする
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

■

データ破損を防ぐためにクラスタの I/O フェンシングを設定する
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p.127 の 「installvcs プログラムを使ったディスクベース I/O フェンシングの設定」 を
参照してください。
p.134 の 「installvcs プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定」 を
参照してください。
■

シングルノードクラスタを作成する
p.376 の 「インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成」 を参照してくだ
さい。

■

既存のクラスタにノードを追加する
p.309 の 「VCS インストーラを使ったノードの追加」 を参照してください。

■

RHEL の Kickstart ユーティリティを使って VCS をインストールするために kickstart
の設定ファイルを作成する
p.191 の 「Kickstart を使った VCS のインストール」 を参照してください。

■

設定ファイルに保存された値を使って自動インストールを実行する
p.157 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してください。
p.163 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.251 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

installvcs プログラムを対話式で実行
プログラムを実行すると、yes か no の答えを求めるプロンプトが表示されます。通常はこ
れらの質問の後に、［y, n, q, ?］ (y) のような応答セットが用意されています。カッコで囲ま
れた応答はデフォルトであり、Enter キーを押すと選択されます。プロンプトされている質
問に関するヘルプを表示するには、? と入力します。インストールを中断するには、q と入
力します。
VCS RPM のインストールは、ユーザーが情報を確認した後に行われます。ただし、イン
ストールを中断していた場合は、再び installvcs プログラムを実行する前に、部分的に
インストールされた VCS ファイルを削除する必要があります。
インストール中、インストーラは情報入力を促すプロンプトを表示します。応答は一定の範
囲や形式に従うことが求められます。インストーラは、入力例を表示します。リストから項目
を選んで入力する場合、リストに表示されている内容を正確に入力してください。
また、インストーラから設定操作に関係する一連の質問への答えを促すメッセージが表示
されます。そのような質問の場合、b を入力すれば、シリーズの最初のメッセージに戻る
ことができます。また、いくつかのセクションについて設定値を入力後、設定された値を確
認する画面になります。その画面で n を入力した場合、確認画面の項目について再入
力することになります。
VCS Java コンソールは、クラスタに含める必要のない単一システムにインストールできま
す。なお、VCS Java コンソールのみのインストールに installvcs プログラムを使用するこ
とはできません。
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Web ベースのインストーラについて
Web ベースのインストーラは、Veritas 製品をインストールするための便利な GUI 機能
です。また、Web ベースのインストーラを使うと、製品を設定し、インストール前の必要条
件を確認することができます。
webinstaller スクリプトは、Veritas XPortal Server プロセス（xprtld）の起動と停止

を行うために使われます。webinstaller スクリプトを使って、XPortal Server の状態を
調べることもできます。
webinstaller スクリプトで xprtld プロセスを起動すると、URL が表示されます。この

URL を使って、Internet Explorer または Firefox などの Web ブラウザから Web ベー
スのインストーラにアクセスします。
Web インストーラが動作しているときは常に、Web インストーラでログファイルが作成され
ます。インストール処理が実行されているときは、ログファイルは /var/tmp ディレクトリの
下にあるセッションベースのディレクトリに配置されます。インストール処理が完了した後
は、ログファイルは /opt/VRTS/install/logs ディレクトリに配置されます。監査、デバッ
グ、今後の使用のために、ファイルを保存することをお勧めします。
Veritas XPortal Server の設定ファイルの場所は
/var/opt/webinstaller/xprtlid.conf です。

Web ベースのインストーラでサポートされる機能
Web ベースのインストーラはスクリプトのインストーラと同様に機能します。初期リリースで
は、スクリプトのインストーラで使用可能な新機能や拡張機能の中には、Web ベースのイ
ンストーラで使用できないものもあります。
次の機能が Web ベースのインストーラでサポートされます。
■

製品のインストール

■

製品のアンインストール

■

製品のアップグレード

■

次のようなクラスタ化製品の設定
必須の VCS の設定 - クラスタ名、クラスタ ID、ハートビート NIC
省略可能な VCS の設定 - ユーザー、SMTP 通知、SNMP 通知、GCO、仮想 IP
SFCFS の設定 - フェンシングが有効な場合の質問
このリリースではインストーラを使って Veritas Volume Manager と Veritas Volume
Replicator を設定する必要はありません。

■

製品の起動

■

製品の停止

■

製品のライセンス交付
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■

インストールプレチェックの実行

応答ファイルについて
インストーラは、インストール、設定、アンインストール、アップグレードなどのインストーラ
タスクを実行した後に「応答ファイル」を生成します。これらの応答ファイルには、インストー
ラの質問に対して入力した各項目が応答ファイルの変数の値として格納されます。応答
ファイルには、変数とその値の概要や説明も格納されます。
また、インストーラの -makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成するこ
ともできます。
インストーラは、各インストーラタスクが正常に終了するたびに、応答ファイルの場所を表
示します。応答ファイルは、インストール関連ログファイルのデフォルトの場所
（/opt/VRTS/install/logs）に保存されます。-logpath オプションを使って異なるログパ
スを指定すると、指定したパスに応答ファイルが保存されます。
応答ファイル名の形式は /opt/VRTS/install/logs/installscript-YYYYMMDDHHSSxxx
/installscript-YYYYMMDDHHSSxxx.response です。
■

installscript は installer、webinstaller、installvcs プログラム、または uninstallvcs
プログラムです。

■

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

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

大規模な VCS クラスタを設定するためにインストールを複数回実行する場合。
p.157 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してください。

■

大規模な VCS クラスタの複数のシステムで VCS をアップグレードする場合。
p.251 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

■

大規模な VCS クラスタの複数のシステムから VCS をアンインストールする場合。
p.303 の 「応答ファイルを使った VCS のアンインストール」 を参照してください。

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

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

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

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

2 つのノードがある基本的な VCS クラスタ
p.45 の 図 2-1 を参照してください。

■

Symantec Product Authentication Service（AT）を使うセキュアモードの VCS クラ
スタ
p.45 の 図 2-2 を参照してください。

■

Veritas Cluster Server 管理コンソール（VCS MC）を使って集中管理される VCS ク
ラスタ
p.46 の 図 2-3 を参照してください。

■

データ保護のために I/O フェンシングを使う VCS クラスタ
p.91 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタの設定」
を参照してください。
p.91 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを使った VCS クラスタ の標準設定」 を
参照してください。

■

グローバルクラスタ、RDC、キャンパスクラスタなど、ディザスタリカバリ用の VCS クラス
タ
ディザスタリカバリのクラスタ設定モデルについて詳しくは、『Veritas Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。

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

図 2-1
ノード: galaxy

VCS プライベート
ネットワーク

eth1
eth2

ノード: nebula
eth1
eth2

eth0

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

図 2-2 は、セキュアモードの VCS クラスタの標準的な設定を示しています。AT ルートブ
ローカーとしてクラスタノードのいずれかを使うか、AT ルートブローカーとしてクラスタ外
部の安定したシステムを使うことができます。
標準的なセキュアモードの VCS クラスタの設定

図 2-2

単一の外部ルートブローカー
を持つ複数の VCS クラスタ:

Symantec Product
Authentication Service
ルートブローカー

VCS クラスタ
1

VCS クラスタ
2

認証ブローカー

認証ブローカー

ノードのいずれかをルート
ブローカーとして持つ単一の
VCS クラスタ:
ノード 1

ルートおよび
認証ブローカー

ノード 2

ノード 3

認証ブローカー
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図 2-3 は、VCS 管理コンソールを使って集中的に管理される VCS クラスタの、標準的な
設定を示しています。この例では、設定に、管理サーバーと VCS クラスタの両方が利用
する単一の外部 AT ルートブローカーを使用しています。
図 2-3

標準的な VCS MC 管理クラスタの設定
Symantec Product
Authentication Service
ルートブローカー

VCS 管理
コンソール
管理サーバー

VCS クラスタ
1

VCS クラスタ
2

2
インストール前のタスク

■
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3
VCS のインストールの準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のインストールの準備について

■

インストール前タスクの実行

■

VCS のインストールと設定に関する情報の準備

VCS のインストールの準備について
インストール前のタスクを実行する前に、必ずインストールの必要条件を見直し、ベーシッ
クハードウェアを設定し、VCS のセットアップを計画します。
p.31 の 「VCS インストールの必要条件」 を参照してください。

インストール前タスクの実行
表 3-1 は、VCS のインストールの前に実行する必要のあるタスクを示しています。
表 3-1

インストール前のタスク

タスク

参照

ライセンスキーを取得する

p.50 の 「VCS ライセンスキーの取得」 を参照してください。

プライベートネットワークを p.51 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
設定する
永続的なネットワークイン
ターフェースを設定する

p.53 の 「永続的なネットワークインターフェースの設定」 を参照して
ください。

システム間の通信を有効に p.53 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。
する
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タスク

参照

クラスタシステムで ssh を設 p.53 の 「クラスタシステムでの ssh の設定」 を参照してください。
定する
I/O フェンシング用に共有 p.55 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
ストレージを設定する（オプ
ション）
PATH 変数と MANPATH p.58 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。
変数を設定する
p.58 の 「MANPATH 変数の設定」 を参照してください。
チューニングパラメータ
kerne.panic を設定する

p.59 の 「チューニングパラメータ kernel.panic の設定」 を参照して
ください。

LLT メディアの速度を最適 p.59 の 「プライベート NIC の LLT メディアスピード設定の最適化」
にするために基本情報を見 を参照してください。
直す
LLT 相互接続の設定に有 p.59 の 「LLT 相互接続のメディア速度設定に関するガイドライン」 を
効なガイドラインを見直す 参照してください。
製品ディスクをマウントする p.60 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。
インストールの前にシステ
ムを確認する

p.60 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してください。

VCS ライセンスキーの取得
キーレスライセンス付与を使わないことに決定した場合は、 VCS のライセンスキーを取得
し、インストールする必要があります。
p.23 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してください。
この製品にはライセンスキー証明書が含まれます。証明書には、製品キーと購入した製
品ライセンス数が明確に記されています。購入したライセンス数と種類に応じたしたシス
テムに製品をインストールできます。キーは、証明書で指定されたよりも多くの製品の操
作を有効にする場合があります。ただし、法的には購入した製品ライセンス数に限定され
ます。製品インストール手順でキーをアクティブにする方法を説明します。
ソフトウェアのライセンスキーを登録し、受け取るためには、次のサイトから Symantec
Licensing Portal に移動します。
https://licensing.symantec.com
ソフトウェア製品のライセンス文書があることを確認します。この文書の情報がシマンテッ
ク製品のライセンスキーを取得し、管理するために必要です。ライセンスキーを受け取っ
た後、製品をインストールできます。
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『License Portal User Guide』と FAQ にアクセスするためにこのサイトで［ヘルプ（Help）］
のリンクをクリックします。
VRTSvlic パッケージを使えば、製品のライセンスに関する作業が行えます。VRTSvlic
をインストールすると、次のコマンドとマニュアルページがシステムで使えるようになりま
す。
vxlicinst

Symantec 製品のライセンスキーをインストールします。

vxlicrep

現在インストールされているライセンスを表示します。

vxlictest

ライセンスキーにエンコードされた機能と説明を取り込みます。

ライセンスを購入したシマンテック製ソフトウェアの製品のみをインストールできます。付属
ソフトウェア CD はライセンスを購入しなかった他の製品を含む場合があります。

プライベートネットワークの設定
VCS では、クラスタを構成するシステム間にプライベートネットワークを設定する必要があ
ります。プライベートネットワークを設定するには、NIC または集約インターフェースを使う
ことができます。
ハブの代わりにネットワークスイッチを使うことができます。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照して、VCS のパフォーマンスに関する考
慮事項を見直してください。
図 3-1 は VCS を使用する 2 つのプライベートネットワークを示します。
図 3-1

プライベートネットワークの設定: 2 ノードクラスタと 4 ノードクラスタ

パブリックネットワーク

パブリックネットワーク

プライベート
ネットワーク

プライベートネットワーク

スイッチまたはハブ

クラスタノード間の 2 つの独立したネットワークが個別のネットワークスイッチを持つように
設定することを推奨します。高度な障害保護のために複数のレイヤー 2 スイッチを相互
接続することもできます。LLT のそのような接続はクロスリンクと呼ばれます。
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図 3-2 はネットワークスイッチがクロスリンクされているプライベートネットワークの設定を
示します。
クロスリンクされたプライベートネットワークの設定

図 3-2
パブリック
ネットワーク

プライベート
ネットワーク
クロスリンク

プライベートネットワークを設定するには

1

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

2

各システムで VCS プライベート NIC を接続します。

3

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

スイッチまたはハブの電源は別々にとる。

■

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

■

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

■

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

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

システムが引き続き稼動している。
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■

4

システムが共有ストレージにアクセスできる。

ネットワーク接続をテストします。一時的にネットワークアドレスを割り当て、telnet
または ping を使って通信を確認します。
LLT は、TCP/IP ではなく独自のプロトコルを使います。したがって、プライベートネッ
トワーク接続が LLT 通信専用であり、TCP/IP のトラフィックには使われないようにす
る必要があります。この必要条件を確認するには、unplumb を実行して、ネットワー
クインターフェースに設定されている一時 IP アドレスの設定を解除します。
installvcs プログラムは、設定時にクラスタ内のプライベートネットワークを設定しま
す。

永続的なネットワークインターフェースの設定
デフォルトでは、SLES 10 以降は udev を使用して永続的なインターフェース名を実現し
ています。
RHEL、SLES、OEL については、永続的なインターフェースの設定について詳しくは OS
のマニュアルを参照してください。

システム間通信の設定
installvcs プログラムを使って VCS をインストールする場合、クラスタ全体を同時にイン
ストールおよび設定するには、システム間の通信が確立していることを確認してください。
デフォルトでは、インストーラで ssh が使われます。installvcs プログラムを実行するシス
テムにルート権限を認可する必要があります。この権限は、クラスタ内のシステムで ssh
または rsh コマンドを発行する場合に役立ちます。ssh をシステム間の通信に使う場合
は、パスワードやパスフレーズを要求せずに動作するよう設定する必要があります。同様
に、rsh もパスワードの入力を要求しないように設定する必要があります。
ssh または rsh を使ったシステム間の通信ができない場合は、別の手段があります。
警告: VCS をインストールするリモートシステムへの rsh および ssh コマンドは、無関係な
文字列を出力しないようにしてください。

クラスタシステムでの ssh の設定
クラスタ外部のシステムからクラスタ内のすべてのシステムに対して VCS をインストール
する場合は、セキュアシェル（ssh）を使ってください。インストール処理を開始する前に、
ssh が正しく設定されていることを確認します。
セキュアシェル（ssh）で次の操作を実行します。
■

ネットワーク上の別のシステムにログオンします
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■

リモートシステムのコマンドを実行します

■

1 つのシステムからの別のシステムにファイルをコピーします

ssh は、強力な認証機能と、チャネルを介したセキュアな通信を提供します。ssh は、
rlogin、rsh、rcp に置き換わるプログラムです。
安全のため、リモートシェル（rsh）はデフォルトで無効化されています。リモートコマンドの
実行には、ssh を使用してください。

ssh の設定
ssh を設定するための手順では、OpenSSH のサンプルのファイル名とコマンドを使いま
す。
メモ: ssh には別の設定方法もあります。ssh の設定方法にかかわらず、例の最後のステッ
プを実行して、設定を確認してください。
ssh を設定するには

1

VCS のインストールを実行するシステムにログインします。

2

このシステムで、次のコマンドを実行して DSA キーペアを生成します。
# ssh-keygen -t dsa

3

デフォルトの ~/.ssh/id_dsa ディレクトリを使います。

4

コマンドプロンプトが表示されたら、パスフレーズを入力して確定します。

5

次のコマンドを入力して、.ssh ディレクトリの権限を変更します。
# chmod 755 ~/.ssh

6

~/.ssh/id_dsa.pub ファイルには、ssh_dss で始まり、このファイルが作成されたシス
テムの名前で終わる行が記述されます。VCS のインストール先となるすべてのシス
テムの /root/.ssh/authorized_keys2 ファイルに、この行をコピーします。
ローカルシステムがクラスタの一部である場合は、必ずそのシステムの
authorized_keys2 ファイルを編集してください。

7

インストール先となるシステムで次のコマンドを実行します。
# exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
# ssh-add

このステップはシェルに固有なので、そのシェルが存続している間は有効です。

8

コマンドプロンプトが表示されたら、DSA パスフレーズを入力します。
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これで、次のいずれかの方法で VCS を複数のシステムにインストールする準備がで
きました。
■

installvcs プログラムをシステムのいずれかで実行します

■

installvcs プログラムをクラスタ外の独立したシステム上で実行します

ssh-agent が各シェルで起動することを防ぐため、X-Window システムを実行して、
パスフレーズの入力を求められないように設定します。詳しくは、Red Hat のマニュ
アルを参照してください。

9

VCS のインストール先となるシステムに接続できることを確認するには、次のように入
力します。
# ssh -x -l root north ls
# ssh -x -l root south ifconfig

これで、パスフレーズやパスワードを入力しなくても、リモートシステムでコマンドを実
行できるようになります。

共有ストレージの設定
次のセクションでは、クラスタシステムが共有する SCSI およびファイバーチャネルのデバ
イスの設定方法について説明します。VCS の I/O フェンシングでは、データディスクが
SCSI-3 Persistent Reservation をサポートしている必要があります。SCSI-3 PR をサポー
トするコーディネータディスクグループを設定し、それが機能することを確認する必要が
あります。
I/O フェンシングの説明については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』も参照して
ください。

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

1

ディスクを最初のクラスタシステムに接続します。

2

ディスクの電源をオンにします。

3

ターミネータをディスクの別のポートに接続します。

4

システムを起動します。システムの起動中にディスクが検出されます。

5

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

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

6

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

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

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

■

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

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

Volume Manager ユーティリティを使用してディスクグループおよびボリューム
を作成します。

■

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

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

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

7

ディスクの電源をオフにします。

8

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

9

ディスクの電源をオンにします。

10 2 つ目のシステムを起動します。これでシステムはディスクを検出できます。
11 CTRL+A を押してディスクの SCSI BIOS 設定を呼び出します。
次の設定を行います。

12

■

［Host adapter SCSI ID］を 6 か、設定に対して適切な値に設定します。SCSI
ID は最初のクラスタシステムで設定されたものと異なる必要がある点に注意して
ください。

■

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

fdisk コマンドを使用して共有ディスクを見ることができることを確認します。
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共有ストレージの設定: ファイバーチャネル
ファイバーチャネルを設定するには、次の手順を実行します。
共有ストレージでファイバーチャネルを設定するには

1

ファイバーチャネルディスクをクラスタシステムに接続します。

2

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

Alt+Q を押して QLogic アダプタ設定メニューを呼び出します。

■

［Configuration Settings］を選択します。

■

Enter キーを押します。

■

［Advanced Adapter Settings］を選択します。

■

Enter キーを押します。

■

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

■

設定を保存します。

■

システムを再起動します。

3

システムがファイバーチャネルディスクを正しく検出することを確認します。

4

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

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

■

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

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

Volume Manager ユーティリティを使用してディスクグループおよびボリューム
を作成します。

■

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

たとえば、次のコマンドを入力します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/dsk/dg/vol01
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ここでディスクグループの名前は dg、ボリュームの名前は vol01、ファイルシステ
ムタイプは vxfs です。

5

ファイバーチャネルへの接続が必要なクラスタ内のすべてのノードについて、手順
2 と手順 3 を繰り返します。

6

クラスタシステムの電源をオフにします。

7

同じディスクを次のクラスタシステムに接続します。

8

2 つ目のシステムの電源をオンにします。

9

2 つ目のシステムがディスク名を正しく参照できることを確認します。ディスク名は同
じであるはずです。
p.131 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることの確認」 を参照してくださ
い。

PATH 変数の設定
インストールコマンドやその他のコマンドは、/opt/VRTS/bin ディレクトリに置かれていま
す。このディレクトリを環境変数 PATH に追加します。
/opt/VRTSvcs/bin ディレクトリ内にカスタムスクリプトがある場合は、必ず環境変数 PATH
に /opt/VRTSvcs/bin ディレクトリを追加してください。
PATH 変数を設定するには
◆

次のいずれかを実行します。
■

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

■

C シェル（csh または tcsh）の場合は、次のように入力します。
$ setenv PATH :/opt/VRTS/bin:$PATH

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

次のいずれかを実行します。
■

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

C シェル（csh または tcsh）の場合は、次のように入力します。
% setenv MANPATH /usr/share/man:/opt/VRTS/man

man コマンドを使用してマニュアルページへアクセスする場合、ページが正しく表示

されるようにシェルで LC_ALL を "C" に設定します。
# export LC_ALL=C

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

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

1

/etc/sysctl.conf ファイルでチューニングパラメータ kernel.panic を希望の値に設
定します。
たとえば、kernel.panic = 10 の場合は、チューニングパラメータ kernel.panic に
10 秒が割り当てられます。この手順により、再ブート後も変更が永続的になります。

2

コマンドを実行します。
sysctl -w kernel.panic=10

パニックが発生した場合、ノードは 10 秒後に再ブートします。

プライベート NIC の LLT メディアスピード設定の最適化
クラスタノード間の LLT 通信を最適化するには、各ノードのインターフェースカードで同
じメディアスピード設定を使う必要があります。また、LLT の相互接続に使用するハブや
スイッチの設定は、インターフェースカードの設定と一致する必要があります。設定が正
しくない場合、ネットワークの処理速度が低下するだけではなく、ネットワーク障害が発生
する可能性もあります。

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

各ノードの各イーサネットカードで、同じメディア速度を手動設定することを推奨しま
す。
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■

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

■

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

■

プライベートリンクに異なるネットワークカードを使うことはお勧めできません。

特定のデバイスのメディア速度設定について詳しくは、このマニュアルには記載されてい
ません。詳しくは、デバイスのマニュアルを参照してください。

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

1

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

2

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

3

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

4

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

dist は rhel5、sles10、または sles11 であり、arch は RHEL と SLES の場合は
x86_64 です。

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

Veritas Operations Services を使って、VCS をインストールするためのセットアップを評
価できます。
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p.25 の 「Veritas Operations Services について」 を参照してください。
システムをチェックするには

1

installvcs プログラムのあるフォルダに移動します。
p.60 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

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

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

3

プログラムがチェックの結果を表示し、チェックの結果をログファイルに保存したら、
その出力を確認します。
p.347 の 「installvcs プログラムのコマンドオプション」 を参照してください。

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

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

■

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

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

VCS のアップグレード

■

VCS のアンインストール

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

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

停止したクラスタの設定ファイルを正しいフォーマットで表示するには
◆

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

VCS のインストールと設定に関する情報の準備
VCS のインストールと設定のプログラムでは、一部の VCS コンポーネントに関する情報
の入力が要求されます。
インストールを実行するときは、次の情報を準備してください。
■

VCS RPM のインストールには、次の情報が必要です。
VCS をインストールするシステ
ム名

例: galaxy, nebula

必要とされるライセンスキー

キーレスライセンスを使う場合は、ライセンスキーを入手する
必要はありません。ただし、クラスタを管理するために 60 日
以内に管理サーバーを設定する必要があります。
p.23 の 「Veritas 製品のライセンスについて」 を参照してく
ださい。
インストールの種類に応じて、次のキーがあります。
■ 有効なサイトライセンスキー
■

有効なデモライセンスキー

■

VCS グローバルクラスタの有効なライセンスキー

p.50 の 「VCS ライセンスキーの取得」 を参照してください。
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インストールするパッケージを決 ■ 最小RPM（Minimum RPM） - 基本的な VCS の機能を
定するには
提供します。
■ 推奨RPM（Recommended RPM） - 拡張機能なしで VCS
のすべての機能を提供します。
■

すべてのRPM（All RPM） - VCS の拡張機能を提供しま
す。

デフォルトのオプションでは、推奨RPMがインストールされま
す。
p.186 の 「VCS RPM のリストの表示」 を参照してください。

■

必要な VCS を設定するには
クラスタ名

クラスタ名の先頭文字は、必ず英字にする必要があります。
クラスタ名に使える文字は、「a」-「z」、「A」-「Z」、数字の「0」「9」、ハイフン「-」、下線「_」のみとなっています。
例: vcs_cluster27

重複のないクラスタ ID

0 から 65535 までの範囲の数。クラスタが存在するサイト内
で、各クラスタが重複のない ID を持つ必要があります。
例: 7

システム間のプライベートネット 任意の集約インターフェース、または集約インターフェースと
ワークで使う NIC のデバイス名 して使用しないネットワークインターフェースカード
パブリックネットワークに使われているネットワークインター
フェースカード（通常は eth0）は使わないでください。
例: eth1, eth2

■

クラスタの仮想 IP アドレスを設定するには、次の情報が必要です（オプション）。
クラスタの各ノードのパブリック
NIC 名

パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。

NIC の仮想 IP アドレス

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

例: eth0

IPv4 アドレスの例: 192.168.1.16
IPv6 アドレスの例: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10
仮想 IPv4 アドレスのネットマス 仮想 IPv4 アドレスで使うサブネット。
ク
例: 255.255.240.0
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仮想 IPv6 アドレスのプレフィッ 仮想 IPv6 アドレスのプレフィックスの長さ。
クス
例: 64

■

VCS クラスタをセキュアモードで設定するには、次の情報が必要です（オプション）。
使うルートブローカーシステムを クラスタのノードの 1 つをルートブローカーとして機能させ、
決定するには
使うことができます。
選択する設定モードを決定する 設定モードには自動、半自動、手動があります。
には
クラスタのノードの 1 つをルートブローカーとして機能させる
場合は、自動設定モードを選択する必要があります。
p.75 の 「セキュアモードでクラスタを設定する準備」 を参照
してください。
自動モード（デフォルト）

外部ルートブローカーシステムを使う場合:
■ ルートブローカーシステム名
例: east
p.27 の 「Symantec Product Authentication Service
（AT）について」 を参照してください。
■ パスワードを使わないルートブローカーシステムへのアク
セス
クラスタのノードの 1 つをルートブローカーシステムとして使
う場合:
■ インストーラに、クラスタのどのノードをルートブローカー
兼認証のブローカーとして設定させるかを決定します。
■

インストーラは、クラスタの他のノードをすべて認証ブロー
カーとして設定します。

暗号化ファイルを使った半自動 ルートブローカー管理者から取得した暗号化ファイルのパ
モード
ス。
p.81 の 「セキュリティインフラの暗号化ファイルの作成」 を参
照してください。
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暗号化ファイルを使わない手動 ■ ルートブローカーの完全修飾ホスト名（FQDN）。（例:
モード
east.symantecexample.com）
この例では、ルートブローカーとして指定されているシス
テムは、修飾子のないホスト名 east で（DNS）ドメイン
symantecexample.com です。
■ ルートブローカーのセキュリティドメイン（例:
root@east.symantecexample.com）

■

■

ルートブローカーのポート（例: 2821）

■

ローカルルートハッシュへのパス（例:
/var/tmp/privatedir/root_hash）

■

各クラスタノードにおける認証ブローカーの ID とパスワー
ド（例: galaxy.symantecexample.com と
nebula.symantecexample.com）

必要な VCS ユーザーを追加するには
ユーザー名

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

ユーザーパスワード

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

ユーザー権限を決定するには

ユーザー権限には、A=Administrator、O=Operator、
G=Guest の 3 つのレベルがあります。
例: A

■

SMTP 電子メール通知を設定するには、次の情報が必要です（オプション）。
クラスタの各ノードのパブリック
NIC 名

パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
例: eth0

SMTP サーバーのドメイン名を SMTP サーバーは、クラスタ内のイベントに関する電子メー
含むアドレス
ル通知を送信します。
例: smtp.symantecexample.com
通知先の各 SMTP 受信者の電 例: john@symantecexample.com
子メールアドレス
SMTP 電子メール通知で通知 イベントの重要度には、I = 情報、W = 警告、E = エラー、S
するイベントの重要度（指定レ = 致命的エラーの 4 つがあります。
ベル以上のイベントが通知され
例: E
ます）を決定するには
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■

SNMP トラップ通知を設定するには、次の情報が必要です（オプション）。
クラスタの各ノードのパブリック
NIC 名

パブリックネットワークアクセスを提供する NIC のデバイス名。
例: eth0

SNMP トラップデーモンのポー デフォルトのポート番号は 162 です。
ト番号
各 SNMP コンソールのシステム 例: saturn
名
SNMP トラップ通知で通知する イベントの重要度には、I = 情報、W = 警告、E = エラー、S
イベントの重要度（指定レベル = 致命的エラーの 4 つがあります。
以上のイベントが通知されます）
例: E
を決定するには

■

グローバルクラスタを設定するには、次の情報が必要です（オプション）。
パブリック NIC の名前

クラスタの仮想 IP の設定と同じ NIC を使うことができます。
それ以外の場合は、NIC に適切な値を指定します。
例: eth0

NIC の仮想 IP アドレス

前にクラスタで設定したのと同じ仮想 IP アドレスを使うことが
できます。それ以外の場合は、仮想 IP アドレスに適切な値
を指定します。
例: 192.168.1.16

仮想 IP アドレスのネットマスク

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

■

I/O フェンシングを設定するには
p.89 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。

3
スクリプトベースのインストー
ラを使ったインストール

■

第4章 VCS のインストール

■

第5章 VCS の設定の準備

■

第6章 VCS の設定

■

第7章 データ整合性のための VCS クラスタの設定
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4
VCS のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

インストーラを使った VCS のインストール

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

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品ディスクをマウントしていることを確認しま
す。
p.60 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

2

インストールプログラムを起動します。 Web サイトから VCS をダウンロードして入手
した場合は、Veritas 製品インストーラが含まれていないため、installvcs プログラム
を使います。
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Veritas 製品インス
トーラ

製品インストーラを起動するには、次の手順を実行します。
1

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

installvcs プログラ
ム

2

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

3

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

製品インストーラを起動するには、次の手順を実行します。
1

installvcs プログラムのあるフォルダに移動します。
# cd cdrom_root/cluster_server

2

installvcs プログラムを起動します。
# ./installvcs
インストーラは、著作権情報を表示して起動し、ログが作成される
ディレクトリを指定します。

3

y を入力してエンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the EULA.pdf file present on media? [y,n,q,?] y

4

インストールする VCS RPM を選択します。
p.343 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
どの RPM をインストールするかに基づいて、次のいずれかを入力します。
1

製品の基本機能を提供する必要最小限の VCS RPM のみをインストールします。

2

製品のすべての機能を提供する推奨 VCS RPM をインストールします。 このオプ
ションでは、オプションの VCS RPM はインストールされません。
このオプションがデフォルトです。

3

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

4

各オプションの VCS RPM を表示します。
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Select the RPM to be installed on all systems? [1-4,q,?]
(2) 3

5

VCS をインストールするシステムの名前を入力します。
Enter the 64 bit operating_system system names separated by spaces:
galaxy nebula

シングルノードの VCS インストールの場合は、システムの名前を 1 つのみ入力しま
す。
p.376 の 「インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成」 を参照してく
ださい。
インストーラはシステムに対して次の操作を行います。
■

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

■

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

■

システムにオペレーティングシステムの必須パッチがあることを確認する。
インストーラがパッチのいずれかを適用できないことをレポートした場合は、VCS
のインストールを続行する前に、システムにパッチをインストールします。
p.34 の 「VCS に必要な Linux RPM」 を参照してください。
p.35 の 「VCS の必須 Solaris パッチ」 を参照してください。

■

製品ライセンスがあるかどうかを調べる。

■

以前のバージョンの VCS がインストールされているかどうかを調べる。
以前のバージョンの VCS がインストールされている場合は、インストーラによっ
て、VCS 5.1 にアップグレードするオプションが表示されます。
p.223 の 「VCS 5.1 へのアップグレードについて」 を参照してください。

■

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

■

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

6

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

7

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

使用するライセンスタイプに基づいて、次のいずれかを入力します。
1

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

2

キーレスライセンスオプションでは、キーを入力せずに VCS をインストールできます。
ただし、コンプライアンスを確保するため、60 日間を超えてキーレスライセンスを使
う場合は管理サーバーでシステムを管理する必要があります。
詳しくは次の Web サイトを参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
このオプションがデフォルトです。
グローバルクラスタと VVR を設定する予定の場合は、各プロンプトで y を入力しま
す。
Would you like to enable the Global Cluster Option? [y,n,q] (n) y

インストーラはライセンスを登録し、インストール処理を完了します。

8

VCS を設定するには、プロンプトで y を入力してください。 VCS を後で設定すること
もできます。
Would you like to configure VCS on galaxy nebula [y,n,q] (n) n
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p.107 の 「installvcs プログラム を使った VCS 設定タスクの概要」 を参照してくださ
い。

9

y と入力して、シマンテック社にインストール情報を送信します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y) y

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

10 インストール後、後で参照できるように、インストールログファイル、概略ファイル、応
答ファイルの場所を書き留めておきます。
これらのファイルが提供する有用な情報は、現在の設定のみでなく今後の設定にも
役立ちます。
summary ファイル

各システムにインストールされる RPM をリストします。

log ファイル

インストール全体の詳細を表示します。

response ファイル

他のシステムで無人インストールや自動インストールを実行するために
使えるインストール情報が含まれています。
p.157 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してくださ
い。
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5
VCS の設定の準備
この章では以下の項目について説明しています。
■

セキュアモードでクラスタを設定する準備

■

データ整合性のための VCS クラスタの設定について

■

CP サーバーの設定

セキュアモードでクラスタを設定する準備
クラスタの Symantec Product Authentication Service（AT）は、VCS の設定時または
設定後に設定できます。
オンラインのクラスタで AT の有効と無効を切り替える場合には、次のコマンドを実行しま
す。
# /opt/VRTS/install/installvcs -security

手順について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
クラスタをセキュアモードで設定するための前提条件は次のとおりです。
■

ルートブローカー（RB）として機能するエンタープライズのシステム。
ルートブローカーとして外部システムを使うか、またはルートブローカーとしてクラスタ
ノードの 1 つを使うことができます。
■

外部のルートブローカーを使うには、エンタープライズで既存のルートブローカー
システムを特定するか、または安定したシステムにルートブローカーをインストー
ルし、設定します。
p.78 の 「セキュリティインフラのためのルートブローカーのインストール」 を参照し
てください。

■

ルートブローカーとしてクラスタノードの 1 つを使うには、インストーラは準備タスク
を要求しません。
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installvcs プログラム を使ってセキュアモードのクラスタを設定するときは、自動
モードを選択し、インストーラでルートブローカーとして設定するために、ノードの
1 つを選択します。
エンタープライズ全体で単一のルートブローカーシステムを設定することをお勧めし
ます。異なるルートブローカーシステムを使う場合、ルートブローカー間の信頼関係
を確立する必要があります。たとえば、管理サーバーとクラスタで異なるルートブロー
カーを使う場合、信頼関係を確立する必要があります。
■

外部ルートブローカーの場合、クラスタ内の各ノードの認証ブローカー（AB）のアカウ
ントは、ルートブローカーシステムに設定されます。
p.80 の 「ルートブローカーシステムへの認証ブローカーアカウントの作成」 を参照し
てください。

■

各認証ブローカーと外部ルートブローカーのシステムクロックは同期する必要があり
ます。

installvcs プログラム に次の設定モードがあります。
自動モード

外部ルートブローカーシステムでは、このモードを使うために、ssh や rsh で
パスワードを要求しないログインを許可する必要があります。

半自動モード

このモードでは、セキュアモードのクラスタを設定するために、AT 管理者か
らの暗号化ファイル（BLOB のファイル）が必要です。
クラスタのノードが ssh や rsh のパスワードを要求しないログインを許可する
必要があります。
p.53 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

手動モード

このモードでは、セキュアモードのクラスタを設定するために、AT 管理者か
らの root_hash のファイルとルートブローカーの情報が必要です。
クラスタのノードが ssh や rsh のパスワードを要求しないログインを許可する
必要があります。
p.53 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

図 5-1 は、セキュアモードでの VCS クラスタの設定フローを示します。

第 5 章 VCS の設定の準備
セキュアモードでクラスタを設定する準備

セキュアモードの VCS クラスタを設定するワークフロー

図 5-1
外部システム

ルートブローカー
システム?

クラスタノードのいずれか

インストーラのプロンプトで自動モード
を選択し、クラスタをセキュアモードで
設定する

ルートブローカーシステムを識別するか、
ルートブローカーをシステムに
インストールする

インストーラがルートブローカーとして
設定する必要があるノードを選択する

半自動モード

ルートブローカーシステムで、各ノード
に対する認証ブローカーの ID
を作成する

クラスタをセキュア
モードで設定する
インストーラの
オプション

ルートブローカーシステムで、各ノード
に対する暗号化ファイル（BLOB）を作
成する

ルートブローカーシステムで、各ノード
に対する認証ブローカーの ID
を作成する

自動モード

いいえ

ルートブローカーが
パスワードを要求せ
ずにログインを許可
するかどうか

自動モード

手動モード

はい

インストールシステムに暗号化ファイル
をコピーする

いいえ

ルートブローカーシステムから
インストールシステムに root_hash
ファイルをコピーする

情報を収集し、プロンプトに応答する

操作の必要なし
ノード間でパスワードを要求しない通信
を設定する

ノード間でパスワードを要求しない通信
を設定する

インストーラのプロンプトに従って、クラスタを
セキュアモードで設定する

VCS ユーザーが LDAP ドメインに属している場合、LDAP
認証プラグインを有効にする

表 5-1 には、準備タスクが、AT と VCS の管理者によって実行される順序で一覧表示さ
れています。これらの準備タスクは、クラスタで外部ルートブローカーシステムを使うときの
み適用されます。
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表 5-1

セキュアモードのクラスタを設定する準備タスク（外部ルートブロー
カーの場合）

手順

このタスクを実行
する担当者

セキュアモードのクラスタを設定するため、次のいずれかの設定モードを決 VCS 管理者
定します。
■

自動モード

■

半自動モード

■

手動モード

企業の安定したシステムにルートブローカーをインストールします。

AT 管理者

p.78 の 「セキュリティインフラのためのルートブローカーのインストール」 を
参照してください。
半自動モードまたは手動モードを使うには、ルートブローカーシステムに、ク AT 管理者
ラスタ内のノードごとの認証ブローカーのアカウントを作成します。
p.80 の 「ルートブローカーシステムへの認証ブローカーアカウントの作成」
を参照してください。
AT 管理者は VCS の管理者に次の情報を要求します。
■

認証ブローカーとして機能するために指定されるノード名

■

各認証ブローカーのパスワード

半自動モードを使うには、各ノードの暗号化ファイル（BLOB のファイル）を
作成し、VCS の管理者にファイルを提供します。

AT 管理者

p.81 の 「セキュリティインフラの暗号化ファイルの作成」 を参照してください。
AT 管理者は VCS の管理者に次の追加情報を要求します。
■

各認証ブローカーの管理者パスワード
通常、パスワードはすべてのノードで同じです。

手動モードを使うには、ルートブローカーシステムから VCS の管理者に
root_hash のファイル（/opt/VRTSat/bin/root_hash）を提供します。

AT 管理者

VCS をインストールして設定する予定のシステムから、セキュアモードでクラ VCS 管理者
スタを設定するために必要になるファイルをコピーします。
p.83 の 「セキュリティインフラのためのインストールシステムの準備」 を参照
してください。

セキュリティインフラのためのルートブローカーのインストール
ルートブローカーをインストールするのは、AT を使ってセキュアモードでクラスタを設定
する場合のみです。クラスタの外部のシステム、またはクラスタ内のシステムのいずれか
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をルートブローカーとして使うことができます。外部のルートブローカーを使う予定の場
合、ルートブローカー管理者は、ユーザーが VCS の Authentication Service を設定す
る前に、ルートブローカーのインストールと設定を行う必要があります。ルートブローカー
はクラスタの外部にある安定したシステムにインストールすることをお勧めします。
データセンターにある既存のルートブローカーシステムを指定して、セキュアモードでク
ラスタを設定することもできます。ルートブローカーシステムは AIX、HP-UX、Linux、
Solaris オペレーティングシステムを実行できます。
詳しくは、Symantec Product Authentication Service のマニュアルを参照してくださ
い。
p.27 の 「Symantec Product Authentication Service（AT）について」 を参照してくだ
さい。
ルートブローカーをインストールするには

1

製品ディスクをマウントし、インストーラを起動します。
# ./installer

2

タスクメニューから、「製品のインストール」を表す［I］を選択します。

3

表示されたインストールする製品のリストから、Symantec Product Authentication
Service（AT）を選択します。

4

y と入力して、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意します。

5

推奨されるパッケージをインストールするには、「2」と入力します。

6

ルートブローカーをインストールするシステムの名前を入力します。
Enter the operating system system names separated by spaces: venus

7

インストーラが次を行ったら、出力を確認します。
■

VCS がそのオペレーティングシステムをサポートしているかどうかの確認

■

RPMがすでにシステムに存在するかどうかの確認

インストーラは、プログラムがシステムにインストールしようとしているRPMを一覧表示
します。Enter キーを押して続行します。

8

インストーラがシステムにルートブローカーをインストールしたら、その出力を確認し
ます。

9

インストール後に、ルートブローカーを設定します。
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10 インストーラに表示される 3 つの選択肢から、ルートブローカーの設定を選択しま
す。
1)Root+AB Mode
2)Root Mode
3)AB Mode
Enter the mode in which you would like AT to be configured? [1-3,q] 2
Do you want the installer to do cluster configuration? [y,n,q] (n) n

11 Enter キーを押して続行し、インストーラが Authentication Service を起動したら
出力を確認します。

ルートブローカーシステムへの認証ブローカーアカウントの作成
ルートブローカーシステムで、管理者はクラスタ内の各ノードの認証ブローカー（AB）アカ
ウントを作成する必要があります。
ルートブローカーシステムに認証ブローカーアカウントを作成するには

1

ルートブローカーのドメイン名を調べます。ルートブローカーシステムで、次のコマン
ドを入力します。
venus> # vssat showalltrustedcreds

たとえば、ドメイン名は「ドメイン名: root@".symantecexample.com」のように出力さ
れます。

2

クラスタ内の各ノードについて、ルートブローカーシステムにアカウントが存在するか
どうか確認します。
たとえば、galaxy ノードにアカウントが存在するかどうか確認する場合:
venus> # vssat showprpl --pdrtype root ¥
--domain root@venus.symantecexample.com --prplname galaxy
■

この出力に、ノード上の認証ブローカーに対するルートブローカーのプリンシパ
ルアカウントが表示された場合は、既存のプリンシパルアカウントを削除します。
次に例を示します。
venus> # vssat deleteprpl --pdrtype root ¥
--domain root@venus.symantecexample.com ¥
--prplname galaxy --silent

■

出力に次のエラーが表示された場合、指定の認証ブローカーのアカウントはこ
のルートブローカーで作成されません。
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"Failed To Get Attributes For Principal"

手順 3 に進みます。

3

クラスタ内の各認証ブローカーのプリンシパルアカウントを作成します。次に例を示
します。
venus> # vssat addprpl --pdrtype root --domain ¥
root@venus.symantecexample.com --prplname galaxy ¥
--password password --prpltype service

暗号化ファイルの入力ファイルに、作成したこのパスワードを使う必要があります。

セキュリティインフラの暗号化ファイルの作成
暗号化ファイル（BLOB ファイル）は、暗号化ファイルを使って Authentication Service
を設定する半自動モードを選択しようとしている場合にのみ作成します。管理者はルート
ブローカーノードの暗号化ファイルを作成する必要があります。管理者は、ユーザーが
VCS の Authentication Service を設定する前に、クラスタに含まれる各ノードの暗号化
ファイルを作成する必要があります。
暗号化ファイルを作成するには

1

次のルートブローカー情報を記録します。この情報は暗号化ファイルの入力ファイ
ルに必要です。
hash

40 文字から成るルートハッシュ文字列の値。この値を見つ
けるには、次のコマンドを実行します。
venus> # vssat showbrokerhash

root_domain

ルートブローカーシステムのドメイン名の値。この値を見つ
けるには、次のコマンドを実行します。
venus> # vssat showalltrustedcreds

2

各ノードの次の認証ブローカー情報を記録します。この情報は暗号化ファイルの入
力ファイルに必要です。
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identity

ルートブローカーシステムの認証ブローカーのプリンシパル
を作成するために提供した認証ブローカーの ID の値。
これは addprpl コマンドの --prplname オプションの値
です。
p.80 の 「ルートブローカーシステムへの認証ブローカーア
カウントの作成」 を参照してください。

password

ルートブローカーシステムの認証ブローカーのプリンシパル
を作成するために提供した認証ブローカーのパスワードの
値。
これは addprpl コマンドの --password オプションの値
です。
p.80 の 「ルートブローカーシステムへの認証ブローカーア
カウントの作成」 を参照してください。

broker_admin_password

3

ノードにある管理者アカウントの認証ブローカーのパスワー
ドの値。このパスワードは少なくとも 5 文字でなければなり
ません。

クラスタ内の各ノードで、暗号化ファイル用の入力ファイルを作成します。
暗号化ファイルを使って Authentication Service を設定するとき、暗号化ファイル
用の入力ファイルのフォーマットがインストーラに表示されます。たとえば、galaxy 上
の認証ブローカー用の入力ファイルは次のようになります。
[setuptrust]
broker=venus.symantecexample.com
hash=758a33dbd6fae751630058ace3dedb54e562fe98
securitylevel=high
[configab]
identity=galaxy
password=password
root_domain=vx:root@venus.symantecexample.com
root_broker=venus.symantecexample.com:2821
start_broker=false
enable_pbx=false

4

クラスタ内の各ノード上の認証ブローカー用に作成した、これらの入力ファイルのバッ
クアップを作成します。
セキュリティ上の理由により、暗号化ファイルの出力ファイルを作成するコマンドは、
入力ファイルを削除することに注意してください。
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5

次のコマンドを使って、クラスタ内のノードごとに、ルートブローカーシステムから、暗
号化ファイル用の出力ファイルを作成します。
RootBroker> # vssat createpkg ¥
--in /path/to/blob/input/file.txt ¥
--out /path/to/encrypted/blob/file.txt ¥
--host_ctx AB-hostname

次に例を示します。
venus> # vssat createpkg --in /tmp/galaxy.blob.in ¥
--out /tmp/galaxy.blob.out --host_ctx galaxy

「password=」エントリに間違ったパスワードを指定しても、このコマンドでは暗号化
ファイルが作成されることに注意してください。しかし、このような間違ったパスワード
の暗号化ファイルを、認証ブローカーのノードにインストールすることはできません。

6

暗号化ファイルの出力ファイルの作成が終わったら、これらのファイルをインストーラ
ノードにコピーする必要があります。

セキュリティインフラのためのインストールシステムの準備
VCS 管理者は必要な情報を集め、セキュアモードでクラスタを設定できるようにインストー
ルシステムを準備する必要があります。
セキュリティインフラのためにインストールシステムを準備するには
◆

設定モードに応じて、次のいずれかを実行します。
自動モード

半自動モード

次の処理をおこないます。
■

AT 管理者からルートブローカーのシステム名を収集する。

■

VCS の設定時に、installvcs プログラムからプロンプトが表示され
たら、設定オプション 1 を選択する。

次の処理をおこないます。
VCS のインストール元となるシステムに暗号化ファイル（BLOB ファ
イル）をコピーする。
インストールシステムにコピーしたファイルのパスは書き留めてお
く。
■ VCS の設定時に、installvcs プログラムからプロンプトが表示され
たら、設定オプション 2 を選択する。
■

83

84

第 5 章 VCS の設定の準備
データ整合性のための VCS クラスタの設定について

手動モード

次の処理をおこないます。
VCS のインストール元となるシステムに root_hash ファイルをコピー
する。
インストールシステムにコピーした root hash ファイルのパスは書
き留めておく。
■ AT 管理者の名前、完全修飾ドメイン名、ドメイン、ポートなど、ルー
トブローカーの情報を収集する。
■ 認証ブローカーのアカウントを作成するために AT 管理者に提供
した各認証ブローカーのプリンシパル名とパスワード情報は書き留
めておく。
■ VCS の設定時に、installvcs プログラムからプロンプトが表示され
たら、設定オプション 3 を選択する。
■

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

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

■

ハングアップしたように見えるシステム
システムで処理が集中しているために応答していないように見える場合、他のノード
からシステム停止を宣言される可能性があります。この宣言は、「中断」および「再開」
機能をサポートするハードウェアを使用しているノードにも発生する場合があります。
中断機能を使用してノードを PROM レベルに落としてから処理を再開すると、他の
ノードからシステム停止を宣言される場合があります。そのシステムが後で復旧して書
き込み処理を再開しても、他のノードからはシステム停止を宣言される場合がありま
す。

I/O フェンシングは、クラスタ内で通信障害が起きた場合にデータ破損を防止する機能
です。VCS は I/O フェンシングを使って、スプリットブレインに伴うリスクを削減します。I/O
フェンシングは、アクティブなクラスタのメンバーへの書き込みアクセスを許可します。メン
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バー以外からのストレージへのアクセスはブロックするため、稼動中のノードでも障害の
原因になることはありません。
VCS のインストールと設定が終わったら、データ整合性が確保されるように VCS の I/O
フェンシングを設定する必要があります。
手動またはinstallvcs プログラム を使って、ディスクベースの I/O フェンシングまたはサー
バーベースの I/O フェンシングを設定できます。

I/O フェンシングのコンポーネントについて
VCS の共有ストレージは、I/O フェンシングを有効にするために SCSI-3 Persistent
Reservation をサポートしている必要があります。VCS には、次の 2 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.85 の 「データディスクについて」 を参照してください。

■

コーディネーションポイント - メンバーシップの変更時にグローバルロックとして機能し
ます。
p.85 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
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定時に I/O フェンシングで使うために予約されています。VCS の設定では、コーディ
ネータディスクを他の保存目的に使うことはありません。
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 VCS クラスタノードが次の
タスクを実行できるようにすることによってアービトレーション機能を提供します。
■

データドライブにアクセスできるアクティブ VCS 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）

■

他のどのノードがこのアクティブ VCS 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 VCS クラスタからの自己登録解除

このアクティブ VCS 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 VCS 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 VCS 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 VCS 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 5-2 に、I/O フェンシングの設定ファイルを一覧表示します。
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表 5-2
ファイル

I/O フェンシングの設定ファイル

説明

/etc/sysconfig/vxfen このファイルには I/O フェンシングの起動と停止の環境変数が格納されます。
VXFEN_START - システムの再起動後における I/O フェンシングモジュールの起動動作を定義し
ます。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングの起動が有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングの起動が無効であることを示します。
■ VXFEN_STOP - システムのシャットダウン中における I/O フェンシングモジュールのシャットダウン
動作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 - I/O フェンシングのシャットダウンが有効であることを示します。
0 - I/O フェンシングのシャットダウンが無効であることを示します。
■

VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要があります。
/etc/vxfendg

このファイルにはコーディネータディスクグループの情報が含まれています。
このファイルはサーバーベースのフェンシングには適用できません。
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ファイル

説明

/etc/vxfenmode

このファイルには次のパラメータがあります。
■

vxfen_mode
■ scsi3 — ディスクベースのフェンシングの場合
■

customized — サーバーベースのフェンシングの場合

■

disabled — I/O フェンシングドライバを実行するが、フェンシング操作は行わない場合

vxfen_mechanism
このパラメータはサーバーベースのフェンシングにのみ適用できます。値は CP と設定します。
■ scsi3_disk_policy
■ dmp — DMP デバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
このディスクポリシーは、デフォルトでは DMP です。iSCSI のデバイスを使う場合は、ディスクポ
リシーを DMP と設定する必要があります。
■ raw — 基盤となる RAW キャラクタデバイスを使うように vxfen モジュールを設定します。
■

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。
■

security
このパラメータはサーバーベースのフェンシングにのみ適用できます。
1 — Symantec Product Authentication Service が CP サーバー通信で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モードで行われることを示します。

メモ: CP サーバーと VCS クラスタのセキュリティ設定は同じである必要があります。
■

コーディネーションポイントのリスト
このリストはサーバーベースのフェンシング設定でのみ必要です。
サーバーベースのフェンシングのコーディネーションポイントには、コーディネータディスク、CP サー
バー、または両方の組み合わ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う場合は、コー
ディネータディスクの名前と、コーディネータディスクグループ名を記述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について詳しくは、サンプルファイル
/etc/vxfen.d/vxfenmode_cps を参照してください。
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ファイル

説明

/etc/vxfentab

I/O フェンシングを起動すると、起動スクリプト vxfen は各ノード上にこの /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。システムが再起動されると必ず、フェンシングドライバによって、すべてのコーディネータポイントの
最新リストで vxfentab ファイルが再初期化されます。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルであるため、変更しないでください。
ディスクベースの I/O フェンシングの場合は、各ノード上の /etc/vxfentab ファイルに各コーディネータ
ディスクへのすべてのパスの一覧が含まれます。あるノードでのディスクベースのフェンシングの設定に
おける /etc/vxfentab ファイルの例を次に示します。
■

RAW ディスク:
/dev/sdx
/dev/sdy
/dev/sdz

■

DMP disk:
/dev/vx/rdmp/sdx
/dev/vx/rdmp/sdy
/dev/vx/rdmp/sdz

サーバーベースのフェンシングの場合は、/etc/vxfentab ファイルにセキュリティ設定の情報も含まれま
す。

I/O フェンシング設定の計画について
インストーラを使って VCS を設定した後、インストーラは I/O フェンシングを無効モードに
して VCS を起動します。データ整合性のためにクラスタの I/O フェンシングを使うために
は、I/O フェンシングを設定する必要があります。
ディスクベースの I/O フェンシングかサーバーベースの I/O フェンシングを設定できま
す。クラスタ化に VCS を使う複数のクラスタが企業環境にある場合、シマンテック社では
サーバーベースの I/O フェンシングを設定することをお勧めします。準備タスクを実行し
た後、installvcs プログラム を使って I/O フェンシングを設定できます。応答ファイルを
使うか、または手動で I/O フェンシングを設定できます。
図 5-2 は VCS クラスタで I/O フェンシングを設定するための概念的なフローチャートを
説明します。
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I/O フェンシング設定のワークフロー

図 5-2

VCS のインストールと設定

ディスクベースの
フェンシングの設定
（scsi3 モード）

3 つのディスク

I/O
フェンシング用調
整ポイント?

少なくとも 1 つの
CP サーバー

サーバーベースの
フェンシングの設定
（カスタムモード）

準備タスク

準備タスク

vxdiskadm または vxdisksetup
ユーティリティ

既存の CP サーバーを識別する

ディスクを VxVM ディスクとして
初期化する
vxfenadm および vxfentsthdw
ユーティリティ

ディスクが I/O
フェンシングに準拠しているかどう
か確認する

CP サーバーと VCS クラスタ間で TCP/IP
接続を確立する
（または）
CP サーバーを設定する

CP サーバーシステムに VCS または SFHA
をインストールおよび設定する
CP サーバーと VCS クラスタ間で TCP/IP
接続を確立する

設定タスク
次のいずれかの方法を使用する

installvcs -fencing
を実行し、オプション 2
を選択してプロンプトに従う
作成した応答ファイルの値を編集し
、それらを installvcs -responsefile
コマンドで使用する

VCS クラスタがセキュアモードで設定されている
場合、CP サーバーをセキュアモードで設定する
CP
クラスタ化されている場合、 CP
サーバーを
設定する
configure_cps
ユーティリティを実行し、プロンプトに従うか
（または）手動で CP サーバーを設定する
調整ポイントとして機能するディスクの場合

ディスクベース I/O
フェンシングを手動で設定する

ディスクを VxVM ディスクとして初期化し、ディスクが
I/O フェンシングに準拠しているかどうか確認する

設定タスク
次のいずれかの方法を使用する

installvcs -fencing を実行し、オプション 1
を選択してプロンプトに従う
作成した応答ファイルの値を編集し、それらを
installvcs -responsefile コマンドで使用する
サーバーベース I/O フェンシングを手動で設定する
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ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタ
の設定
図 5-3 に、2 つのノードと共有ストレージを含む典型的な VCS の設定を示します。この設
定では、I/O フェンシングに 3 つのコーディネータディスクを使っています。
ディスクベースの I/O フェンシングを使った典型的な VCS クラスタの
設定

図 5-3

galaxy

nebula
プライベート
ネットワーク

コーディネータ
ディスク 1

コーディネータ
ディスク 2

コーディネータ
ディスク 3

データディスク
ディスクアレイ

共有ストレージ
VxVM で管理され、SCSI3 PR 互換

パブリックネットワーク

サーバーベースの I/O フェンシングを使った VCS クラスタ の標準
設定
図 5-4 は、VCS クラスタ（2 つのノードを使用）、単一の CP サーバー、2 つのコーディネー
タディスクを使った設定を示しています。VCS クラスタ 内のノードが接続され、LLT リンク
を使って相互に通信します。
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CP サーバー、VCS クラスタ、コーディネータディスク

図 5-4

CPS

TCP/IP
コーディネータ
ディスク

コーディネータ
ディスク

ファイバー
チャネル
クライアント
クラスタ

LLT リンク
ノード 1

ノード 2

アプリケーション
ストレージ

推奨される CP サーバーの設定
この項では次の推奨される CP サーバーの設定について説明します。
■

複数の VCS クラスタがコーディネーションポイントとして 3 つの CP サーバーを使用
する CP サーバーの設定

■

複数の VCS クラスタがコーディネーションポイントとして単一の CP サーバーとコー
ディネータディスク（2）の複数のペアを使用する CP サーバーの設定

メモ: 推奨される CP サーバーの設定では 3 つのコーディネーションポイントが使われま
すが、3 つ以上の奇数個のコーディネーションポイントが I/O フェンシングのために使わ
れることがあります 。複数の VCS クラスタが共通の CP サーバーのコーディネーションポ
イント一式を共有する設定では、CP サーバー同様 VCS VCS クラスタも、汎用一意識別
子（UUID）を使って VCS クラスタを識別します。
図 5-5 は、複数の VCS クラスタに接続されている単一の CP サーバーを使っており、さら
に、それぞれの VCS クラスタも 2 つのコーディネータディスクを使っている設定を示して
います。
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複数の VCS クラスタに接続している単一の CP サーバー

図 5-5

クライアントクラスタ 1

ファイバー
チャネル

コーディネータディスク

ノード 1
TCP/IP

CP サーバー

TCP/IP

パブリック
ネットワーク

ノード 2
コーディネータディスク

コーディネータディスク
TCP/IP

ノード 1
クライアントクラスタ 2

ノード 2

ファイバー
チャネル コーディネータディスク

図 5-6 は、複数の VCS クラスタに接続されている 3 つの CP サーバーを使う設定を示し
ています。
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図 5-6

複数の VCS クラスタに接続している 3 つの CP サーバー

CP サーバー

クライアントクラスタ 1

ノード 1

TCP/IP
TCP/IP

CP サーバー
パブリック
ネットワーク

TCP/IP

ノード 2

TCP/IP
TCP/IP

CP サーバー
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クライアントクラスタ 2
ノード 2

サーバーベースのフェンシングの詳しい展開図は、
p.401 の 「サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図」 を参照してくださ
い。

CP サーバーの設定
次の準備は設定ユーティリティを実行する前に行う必要があります。
CP サーバーの設定を準備するには

1

シングルノード VCS クラスタまたは SFHA クラスタ上で CP サーバーをホストするた
めの、VCS/SFHA のインストールと設定が済んでいることを確認します。
インストーラを使って VCS または SFHA クラスタを設定するには、VCS または SFHA
の適切なインストールおよび設定ガイドを参照してください。

2

CP サーバーが SFHA クラスタでホストされる場合、インストーラまたは手動で SFHA
を設定しているときに、フェンシングを有効モードに設定してください。
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3

Symantec Product Authentication Service（AT）を使って CP サーバーと VCS ク
ラスタ間の通信を保護するかどうかを決定してください。
シマンテック社では、CP サーバーと VCS クラスタ通信のセキュリティを設定すること
をお勧めします。
CP サーバーのセキュリティ設定に関する情報については、
p.96 の 「CP サーバーのセキュリティの設定」 を参照してください。

4

CP サーバーの名前を選択します。
CP サーバーの名前に特殊文字を使用してはいけません。

5

CP サーバーのポート番号を選択します。
CP サーバーが使用する TCP/IP ポートを割り当てます。
デフォルトポート番号は 14250 です。または、49152 から 65535 までの有効なポー
ト範囲から有効なポートを指定できます 。

6

CP サーバーを SFHA クラスタでホストする場合は、CP サーバーデータベースの共
有ストレージを設定します。
CP サーバーデータベースの共有ストレージのセットアップについての情報:
p.97 の 「CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定」 を参照してください。

7

CP サーバーの有効な仮想 IP アドレス、ネットワークインターフェース、ネットマスク
を選択します。

インストーラを使った CP サーバーのインストール
ここでは、インストーラを使って、CP サーバーをホストするシングルノードまたは SFHA ク
ラスタにすべての CP サーバー関連パッケージをインストールする方法について説明しま
す。このインストール手順では、VCS クラスタと CP サーバー間の安全な通信を提供する
ために必要なパッケージもインストールします。
インストールは、ユーザーがそのノードまたはクラスタで CP サーバーの設定を続行でき
るように、共通 VCS または SFHA の DVD から実行されます。
次の手順では、シングルノードまたは SFHA クラスタに CP サーバーをインストールする
方法を説明しています。
シングルノードで VCS インストーラを使うか、または SFHA クラスタで SFHA インストーラ
を使って CP サーバーをインストールするには

1

CP サーバーのハードウェアとネットワークの必要条件を確認し、CP サーバーのハー
ドウェアとネットワークを設定します。

2

TCP/IP ネットワークを通した CP サーバーと VCS クラスタ間のネットワーク接続を確
立します。この手順では、CP サーバーの有効な IP アドレス、ホスト名、ネットマスク
がすでに設定されていることが必要です。
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3

シングルノードに CP サーバーをインストールする場合:
■

CP サーバーをインストールするシステムに VCS 5.1 をインストールします。
VCS 5.1 をインストールすると、CP サーバー関連パッケージもシステムにインス
トールされます。

VCS 5.1 をインストールするときは、最小パッケージのインストールオプションではな
く、完全なインストールのオプションを選択します。VRTScps パッケージは完全なイ
ンストールにのみ含まれます。

4

SFHA クラスタでCP サーバー関連パッケージをインストールする場合:
■

クラスタでホストされる CP サーバー関連パッケージをインストールする各システ
ムに SFHA 5.1 をインストールします。
SFHA 5.1 をインストールすると、CP サーバー関連パッケージもシステムにイン
ストールされます。
SFHA 5.1 のインストール手順については『Veritas Storage Foundation™ and
High Availability インストールガイド』を参照してください。

SFHA 5.1 をインストールするときは、最小パッケージのインストールオプションでは
なく、完全なインストールのオプションを選択します。VRTScps パッケージは完全な
インストールにのみ含まれます。

5

CP サーバーのシングルノードまたは SFHA クラスタの設定に進みます。

CP サーバーのセキュリティの設定
この項では、CP サーバーのセキュリティの設定について説明します。CP サーバーと VCS
クラスタ間の通信を保護する場合にのみ、CP サーバーのセキュリティを設定する必要が
あります。
メモ: VCS の設定で Symantec™ Product Authentication Service をすでに設定して
いる場合、この項はスキップしてください。
CP サーバーのクラスタで Symantec™ Product Authentication Service のセキュリティ
を設定するには、インストーラ（installvcs -security コマンド）を使う必要があります。
この手順では、HAD 通信を保護するとともに、サービスグループの設定において、認証
ブローカー（原則的に VxSS サービスグループ）を高可用にするためのサービスグルー
プの設定を保証します。
詳しくは、次を参照してください。
p.75 の 「セキュアモードでクラスタを設定する準備」 を参照してください。
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CP サーバーデータベースの共有ストレージの設定
CP サーバーデータベースの共有ストレージを設定するには

1

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

2

disk1 disk2

ディスクグループがまだインポートされていない場合は、インポートします。
コマンドの例:
# vxdg import cps_dg

3

ディスクグループ上にミラーボリュームを作成します。
CP サーバーデータベースを利用する場合は、ミラーボリュームをお勧めします。
コマンドの例:
# vxassist -g cps_dg make cps_vol volume size layout=mirror

4

ボリューム上にファイルシステムを作成します。
CP サーバー設定ユーティリティは、vxfs ファイルシステムタイプのみをサポートしま
す。代替のファイルシステムを使う場合は、CP サーバーを手動で設定します。
推奨されるファイルシステムタイプは vxfs です。
CP サーバーが Solaris システムで動作している場合は、次のコマンドを入力します。
# mkfs -F vxfs /dev/vx/rdmp/cps_dg/cps_volume

CP サーバーが Linux システムで動作している場合は、次のコマンドを入力します。
# mkfs -t vxfs /dev/vx/rdmp/cps_dg/cps_volume

設定ユーティリティを使った CP サーバーの設定
CP サーバーを設定するための予備手順が実行されたことを確認してください。
設定ユーティリティを使って CP サーバーを設定できます。設定ユーティリティは VRTScps
パッケージの一部です。次の手順では、シングルノードの VCS クラスタまたは SFHA クラ
スタの CP サーバーを設定する方法を説明します。
CP サーバーが SFHA クラスタでホストされている場合、パスワードを使わない ssh または
rsh がクラスタノードで設定されることを確認してください。
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メモ: CP サーバーは Linux と Solaris オペレーティングシステムでのみサポートされま
す。
シングルノードの VCS クラスタまたは SFHA クラスタで CP サーバーをホストするように
設定するには

1

設定する CP サーバーを準備するために必要なタスクが完了していることを確認しま
す。
p.94 の 「CP サーバーの設定」 を参照してください。

2

設定スクリプトを実行するには、CP サーバーを設定したいノードで次のコマンドを入
力してください。
# /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl

CP サーバーが SFHA クラスタで設定される場合、ユーティリティは他のノードとの通
信に、デフォルトで ssh を使います。
rsh 通信を使うには -n オプションを使います。

3

Veritas Coordination Point Server 設定ユーティリティに、オプションメニューと注
意が表示されます。
VERITAS COORDINATION POINT SERVER CONFIGURATION UTILITY
=======================================================
Select one of the following:
[1] Configure Coordination Point Server on single node VCS system
[2] Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
[3] Unconfigure Coordination Point Server
Enter the option:
NOTE: For configuring CP server on SFHA cluster, the CP server
database should reside on shared storage. Please refer to
documentation for information on setting up of shared storage
for CP server database.

4

設定に応じて、オプション 1 またはオプション 2 を選択します。
次に、設定ユーティリティは次の設定前チェックを実行します。
■

シングルノードの VCS クラスタまたは SFHA クラスタがサポート対象のプラット
フォームで動作しているかどうかを確認します。（Solaris と Linux のプラットフォー
ムのみがサポートされます）

■

CP サーバーがシステムですでに設定されているかどうかを確認します。
CP サーバーがすでに設定されている場合、設定ユーティリティからユーザーに
通知され、ユーザーがサーバーを設定する前に、その設定を解除するように要
求します。
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■

5

VCS がシステムにインストールされていて、設定されているかどうかを確認しま
す。
CP サーバーを設定する前に、VCS がインストールおよび設定されている必要が
あります。

CP サーバーの名前を入力します。
次に例を示します。
Enter the name of the CP Server: mycps1.symantecexample.com

6

CP サーバーのプロセスが使用する有効な仮想 IP アドレスを入力します。
次に例を示します。
Enter a valid Virtual IP address on which
the CP Server process should depend on:
10.209.83.85

7

CP サーバーのポート番号を入力するか、または Enter キーを押してデフォルト値
（14250）を受け入れます。
次に例を示します。
Enter a port number in range [49152 - 65535], or
press <enter> for default port (14250)
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8

VCS クラスタと CP サーバー間の通信が安全である必要があるかどうかを選択しま
す。
これには、Symantec Product Authentication Service が CP サーバーで設定さ
れている必要があります。
次に例を示します。
Veritas recommends secure communication between the CP server and
application clusters. Enabling security requires Symantec Product
Authentication Service to be installed and configured on the cluster.
Do you want to enable Security for the communications? (y/n)
(Default:y) :

この注意は、VCS クラスタと CP サーバー間の通信のセキュリティを有効にする場合、
Symantec Product Authentication Service（AT）が CP サーバークラスタで設定
されている必要があることを示しています。
セキュリティは選択されていても、システムではまだ設定されていない場合、スクリプ
トはすぐに終了します。設定スクリプトは、VCS でセキュリティを設定してから再度実
行することができます。
シマンテック社では、CP サーバーと VCS クラスタ間の通信のセキュリティを有効に
することをお勧めします。
CP サーバーのセキュリティ設定に関する情報については、
p.96 の 「CP サーバーのセキュリティの設定」 を参照してください。
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9
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CP サーバーデータベースの絶対パスを入力するか、または Enter キーを押してデ
フォルト値（/etc/VRTScps/db）を受け入れます。
設定に応じて、次の例の 1 つが示されます。
CP サーバーでのシングルノード VCS の設定の例:
CP Server uses an internal database to store the client information.
Note: As the CP Server is being configured on a single node VCS,
the database can reside on local file system.
Enter absolute path of the database (Default:/etc/VRTScps/db):

SFHA クラスタで CP サーバーを設定する場合の例:
CP Server uses an internal database to store the client information.
Note: As the CP Server is being configured on SFHA cluster, the
database should reside on shared storage with vxfs file system.
Please refer to documentation for information on setting up of
shared storage for CP server database.
Enter absolute path of the database (Default:/etc/VRTScps/db):

10 表示された CP サーバーの設定情報を確認します。
現在の設定を変更する場合には b キーを押します。続行する場合には Enter キー
を押します。
次に例を示します。
Following is the CP Server configuration information:
------------------------------------------------(a)CP Server Name: mycps1.symantecexample.com
(b)CP Server Virtual IP: 10.209.83.85
(c)CP Server Port: 14250
(d)CP Server Security : 1
(e)CP Server Database Dir: /etc/VRTScps/db
------------------------------------------------Press b if you want to change the configuration, <enter> to continue :
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11 設定ユーティリティによって、設定のプロセスが続けられます。vxcps.conf 設定ファ
イルが作成されます。設定に応じて、次のメッセージの 1 つが表示されます。
CP サーバーでのシングルノード VCS の設定の例:
Successfully generated the /etc/vxcps.conf configuration file.
Successfully created directory /etc/VRTScps/db.
Configuring CP Server Service Group (CPSSG) for this cluster
---------------------------------------------NOTE: Please ensure that the supplied network interface is a
public NIC

SFHA クラスタで CP サーバーを設定する場合の例:
Successfully generated the /etc/vxcps.conf
configuration file.
Successfully created directory /etc/VRTScps/db.
Creating mount point /etc/VRTScps/db on
mycps1.symantecexample.com.
Copying configuration file /etc/vxcps.conf to
mycps1.symantecexample.com
Configuring CP Server Service Group (CPSSG) for this cluster
----------------------------------------------

12 SFHA クラスタ上で CP サーバーを設定する場合、クラスタ内のすべてのシステムの
仮想 IP に対して同じ NIC の名前を使うようにメッセージが表示されます。次に例を
示します。
Is the name of NIC for virtual IP 10.209.83.85 same on all the systems?
[y/n] : y
NOTE: Please ensure that the supplied network interface is a
public NIC

13 CP サーバープロセスの仮想 IP アドレスに有効なインターフェースを入力します。
シングルノード VCS で CP サーバーを構成する場合の例:
Enter a valid network interface for virtual IP 10.209.83.85
on mycps1.symantecexample.com: bge0

SFHA クラスタで CP サーバーを設定する場合の例:
Enter a valid interface for virtual IP 10.209.83.85
on all the systems : bge0
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14 仮想 IP アドレスのネットマスクを入力します。次に例を示します。
Enter the netmask for virtual IP 10.209.83.85 :
255.255.252.0

15 SFHA クラスタに CP サーバーを設定する場合、CP サーバーデータベースのディス
クグループの名前を入力します。次に例を示します。
Enter the name of diskgroup for cps database :
cps_dg

16 SFHA クラスタ上で CP サーバーを設定する場合、上のディスクグループに作成され
るボリュームの名前を入力します。次に例を示します。
Enter the name of volume created on diskgroup cps_dg :
cps_volume

17 設定プロセスが完了した後、成功メッセージが表示されます。次に例を示します。
Successfully added the CPSSG service group to
VCS configuration. Bringing the CPSSG service
group online. Please wait...
The Veritas Coordination Point Server has been
configured on your system.

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

-state コマン

ドを実行します。
次に例を示します。
# hagrp -state CPSSG
#Group
CPSSG

Attribute
State

System
mycps1.symantecexample.com

Value
|ONLINE|

これにより CP サーバーの設定ファイル（/etc/vxcps.conf）も生成されます。
設定ユーティリティは、CP サーバーサービスグループ（CPSSG）の VCS の設定に
vxcpserv プロセスと他のリソースを追加します。
CPSSG についての情報については、『 Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
さらに、main.cf のサンプルには vxcpserv のリソースと依存関係についての詳細が
含まれています。
p.367 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
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CP サーバーの手動設定
手動で CP サーバーを設定するには、次の手順を実行します。
手動で CP サーバーを設定するには

1

CP サーバーの準備の手順が実行されたことを確認します。

2

次のコマンドを使用して、各ノードの VCS を停止します。
# hastop -local

3

任意のノードに CPSSG サービスグループを追加するには、main.cf を編集します。
main.cf の CPSSG サービスグループを例として使います。
p.367 の 「CP サーバーの設定ファイルの例」 を参照してください。
設定に従って CPSSG サービスグループの下のリソースをカスタマイズします。

4

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

検証に成功すれば、続行して他のすべてのクラスタノードにこの main.cf をコピーし
ます。

5

/etc/vxcps/vxcps.conf.sample で提供されるサンプル設定ファイルを使って
vxcps.conf ファイルを作成します。
アプリケーションクラスタと CP サーバーの間で、通信のセキュリティが確立している
ことを確認します。セキュリティを無効にする場合は /etc/vxcps.conf ファイルのセ
キュリティパラメータを 0 に設定します。セキュリティパラメータが 1 に設定され、セ
キュリティがまだ設定されていなければ、CP サーバーの起動が失敗しま
す。/etc/vxcps.conf ファイルでセキュリティパラメータを 1 に設定すると、セキュリ
ティを設定できます。
CP サーバーのセキュリティ設定について詳しくは、
p.96 の 「CP サーバーのセキュリティの設定」 を参照してください。
シマンテック社では、CP サーバーとアプリケーションクラスタ間の通信のセキュリティ
を有効にすることをお勧めします。
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6

すべてのクラスタノードで VCS を起動します。
次のコマンドを入力します。
# hastart

7

CP サーバーサービスグループ（CPSSG）がオンラインであることを確認します。
次のコマンドを入力します。
# hagrp -state CPSSG

次のような出力が表示されます。

# Group Attribute
CPSSG State

System
Value
mycps1.symantecexample.com |ONLINE|

CP サーバーの設定の確認
CP サーバーの設定プロセス中に、CP サーバーをホストしている（1 つ以上の）ノード上の
ファイルが個別に更新されます。設定の後、CP サーバーノード上の次のファイルを確認
してください。
■

/etc/vxcps.conf（CP サーバーの設定ファイル）

■

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

■

/etc/VRTScps/db（CP サーバーデータベースのデフォルトの場所）

さらに、cpsadm コマンドを使って、vxcpserv プロセスが、設定された仮想 IP をリスニン
グしているかどうかを確認します。たとえば、次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s cp_server -a ping_cps

ここで、cp_server は CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名です。
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6
VCS の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

installvcs プログラム を使った VCS 設定タスクの概要

■

ソフトウェアの設定の開始

■

設定するシステムの指定

■

基本クラスタの設定

■

クラスタの仮想 IP の設定

■

セキュアモードでのクラスタの設定

■

VCS ユーザーの追加

■

SMTP 電子メール通知の設定

■

SNMP トラップ通知の設定

■

グローバルクラスタの設定

■

VCS 設定の完了

■

システムでのライセンスの確認と更新

installvcs プログラム を使った VCS 設定タスクの概要
VCS 設定に関連するタスクは次のとおりです。
■

ソフトウェアの設定の開始
p.108 の 「ソフトウェアの設定の開始」 を参照してください。

■

VCS を設定するシステムの指定
p.109 の 「設定するシステムの指定」 を参照してください。
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■

基本クラスタの設定
p.109 の 「基本クラスタの設定」 を参照してください。

■

クラスタの仮想 IP アドレスの設定（省略可能）
p.111 の 「クラスタの仮想 IP の設定」 を参照してください。

■

セキュアモードでのクラスタの設定（省略可能）
p.113 の 「セキュアモードでのクラスタの設定」 を参照してください。

■

VCS ユーザーの追加（クラスタをセキュアモードで設定しなかった場合は必須）
p.116 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してください。

■

SMTP 電子メール通知の設定（省略可能）
p.116 の 「SMTP 電子メール通知の設定」 を参照してください。

■

SNMP 電子メール通知の設定（省略可能）
p.118 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

■

グローバルクラスタの設定（省略可能）
VCS をインストールしたときに、グローバルクラスタオプションが有効になっている必
要があります。
p.120 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

■

ソフトウェアの設定の完了
p.121 の 「VCS 設定の完了」 を参照してください。

ソフトウェアの設定の開始
VCS は、Veritas 製品インストーラまたは installvcs プログラムを使って設定できます。
製品インストーラを使って VCS を設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品ディスクがマウント済みであることを確認し
ます。

2

インストーラを起動します。
# ./installer

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

3

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

4

表示されるリストから、設定する製品の［Veritas Cluster Server］を選択します。
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installvcs プログラムを使って VCS を設定するには

1

スーパーユーザーとしてログインしていることを確認します。

2

installvcs プログラムを起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -configure

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

設定するシステムの指定
インストーラから、VCS を設定するシステムの名前を尋ねるプロンプトが表示されます。イ
ンストーラは、指定されたシステムの初期チェックを実行します。
インストール用のシステム名を指定するには

1

VCS を設定するシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces:

[q,?]

(galaxy) galaxy nebula

2

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

インストーラを実行しているローカルノードがリモートノードと通信できることをチェッ
クする
ssh バイナリが検出されると、インストーラは ssh がパスワードやパスフレーズを
要求せずに動作できることを確認します。

■

システムが適切なオペレーティングシステムを使っていることを確認する

■

VCS がインストールされているか確認する

■

VCS 5.1 がインストールされていなければ終了する

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

1

インストーラによって表示される設定の指示を確認します。

2

一意のクラスタ名とクラスタ ID を入力します。
Enter the unique cluster name: [q,?] clus1
Enter a unique Cluster ID number between 0-65535: [b,q,?] (0) 7
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3

インストーラが、最初のシステムで使用可能な NIC を検出してその結果を一覧表示
したら、その NIC を確認します。
プライベートハートビートには NIC または集約インターフェースを使用できます。プ
ライベートハートビートに集約インターフェースを使用するには、集約インターフェー
スの名前を入力します。プライベートハートビートに NIC を使う場合は、集約インター
フェースに含まれていない NIC を入力します。

4

プライベートハートビートリンクに使用するネットワークインターフェースカードの詳細
を入力します。
Is eth1 a bonded NIC? [y,n,q] (n)

パブリックネットワークに使われているネットワークインターフェースカード（通常は
eth0）は入力しないでください。
Enter the NIC for the first private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] eth1
eth1 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on galaxy.
Are you sure you want to use eth1 for the first private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Is eth1 a bonded NIC? [y,n,q] (n)
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat link on galaxy:
[b,q,?] eth2
eth2 has an IP address configured on it. It could be a
public NIC on galaxy.
Are you sure you want to use eth2 for the first private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (n) y
Is eth2 a bonded NIC? [y,n,q] (n)
Would you like to configure a third private heartbeat link?
[y,n,q,b,?](n)
Do you want to configure an additional low priority heartbeat
link? [y,n,q,b,?] (n)
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5

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

入力した NIC の詳細を galaxy で使用する場合は、同じ NIC が各システムで利用
可能であることを確かめます。次に、プロンプトで y を入力します。
一部のシステムで NIC のデバイス名が異なっていたら、n を入力します。プログラム
のプロンプトに従って、各システムに NIC の詳細を入力します。

6

インストーラが表示する要約された情報を確認します。

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

1

クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を確認します。

2

仮想 IP を設定するには、プロンプトで y を入力します。

3

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

検出された NIC を使う場合は、Enter キーを押します。

■

別の NIC を使う場合は、使う NIC の名前を入力して、Enter キーを押します。

Active NIC devices discovered on galaxy: eth0
Enter the NIC for Virtual IP of the Cluster to use on galaxy:
[b,q,?](eth0)

4

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

すべてのノードで同じパブリック NIC を使う場合は、y を入力します。

■

一意の NIC を使う場合は、n を入力して、各ノードの NIC を入力します。
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Is eth0 to be the public NIC used by all systems
[y,n,q,b,?] (y)

5

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

■

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

■

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

■

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

IPv6 の場合:

■

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

■

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

■

クラスタの仮想 IP 情報を検証し、確認します。
Cluster Virtual IP verification:
NIC: eth0
IP: 2001:454e:205a:110:203:baff:feee:10
Prefix: 64
Is this information correct? [y,n,q] (y)
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セキュアモードでのクラスタの設定
セキュアモードのクラスタを設定する場合はセキュアクラスタの設定のための前提条件を
満たすことを確認します。
installvcs プログラムでは、セキュアクラスタを設定するためのいくつかの設定モードが
提供されます。選択する設定モードのための事前設定のタスクを完了したことを確認しま
す。
p.75 の 「セキュアモードでクラスタを設定する準備」 を参照してください。
セキュアモードでクラスタを設定するには

1

VCS が Symantec Product Authentication Service を使うように設定するかどうか
を選択します。
Would you like to configure VCS to use Symantec Security
Services? [y,n,q] (n) y
■

セキュアモードでクラスタを設定する場合は、前提条件を満たしていることを確認
して、y と入力してください。

■

セキュアモードのクラスタを設定しない場合は n を入力します。
設定プログラムがプロンプトを表示するとき VCS のユーザーを追加する必要が
あります。
p.116 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してください。

2

セキュリティを有効にするための次のいずれかのオプションを選択します。
いずれかのオプションを選択する前に、クラスタのすべてのノードが正常にルートブ
ローカーシステムに ping できることを確認してください。
Select the Security option you would like to perform [1-3,b,q,?] (1)
Security
1)
2)
3)
b)

Menu
Configure security completely automatically
Provide AB credentials using BLOBs
Provide AB credentials without using BLOBs
Back to previous menu

次の設定のモードを見直します。使う設定に基づいて、次のいずれかの値を入力し
ます。
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Option 1。自動設 使用するルートブレーカーに基づいて、次のいずれかを実行します。
定
■ 外部ルートブローカーを使うには
プロンプトが表示されたら、ルートブローカーのシステム名を入力
します。
ルートブローカーへのリモートアクセスが必要です。クラスタ内のす
べてのノードが、ルートブローカーシステムに正常に ping できるこ
とを確認します。
インストーラがルートブローカーシステムとの通信を検証し、vxatd
プロセスとそのバージョンをチェックし、セキュリティドメインをチェッ
クしたら、その出力を確認します。
■ ノードのいずれかをルートブローカーとして設定するには
■ 次のインストーラのプロンプトが表示されたら、Enter キーを押
します。
If you already have an external
RB(Root Broker) installed and configured, enter
the RB name, or press Enter to skip: [b]
■

ルートブローカー兼認証ブローカー（RAB）として設定する必要
があるノードを選択します。他のノードは認証ブローカーとして
設定されます。
インストーラのプロンプトで、クラスタの最初のノードを選択して、
RAB として設定できます。または、n と入力して、RAB として別
のノードを設定できます。次に例を示します。
Do you want to configure <galaxy> as RAB,
and other nodes as AB? [y,n,q,b] (y) n
Enter the node name which you want to
configure as RAB: nebula

Option 2。半自動 プロンプトが表示されたら、各ノードの暗号化ファイル（BLOB ファイル）
のパスを入力します。
設定
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Option 3。手動設 プロンプトが表示されたら、次のルートブローカー情報を入力します。
定
Enter root broker name: [b]
east.symantecexample.com
Enter root broker FQDN: [b]
(symantecexample.com)
symantecexample.com
Enter the root broker domain name for the
Authentication Broker's identity: [b]
root@east.symantecexample.com
Enter root broker port: [b] 2821
Enter path to the locally accessible root hash [b]
(/var/tmp/installvcs-200910221810ROA/root_hash)
/var/tmp/installvcs-200910221810ROA/root_hash

プロンプトが表示されたら、各ノードの認証ブローカー情報を次のよう
に入力します。
Enter Authentication broker's identity on
galaxy [b]
(galaxy.symantecexample.com)
galaxy.symantecexample.com
Enter the password for the Authentication broker's
identity on galaxy:
Enter Authentication broker's identity on
nebula [b]
(nebula.symantecexample.com)
nebula.symantecexample.com
Enter the password for the Authentication broker's
identity on nebula:

3

セキュアモードのクラスタを設定するために必要な情報を入力すると、プログラムは
SMTP 電子メール通知を設定するためのプロンプトを表示します。
クラスタをセキュアモードで設定している場合、インストーラは VCS ユーザーを追加
するためのプロンプトを表示しません。ただし、後で VCS ユーザーを追加する必要
があります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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VCS ユーザーの追加
Symantec Product Authentication Service を有効にしている場合は、ここで VCS ユー
ザーを追加する必要はありません。それ以外の場合は、この時点で、VCS ユーザーを追
加できます。
VCS ユーザーを追加するには

1

VCS ユーザーを追加するために必要な情報を確認します。

2

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

3

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

4

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

5

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

6

新しく追加されたユーザーの概略を見直し、その情報を確認します。

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

1

SMTP 電子メール通知を設定するために必要な情報を確認します。

2

SMTP 通知を設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure SMTP notification? [y,n,q] (n) y

SMTP の通知を設定しない場合は、次の設定オプションにスキップできます。
p.118 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

3

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

NIC 情報を入力します。
Active NIC devices discovered on galaxy: eth0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (eth0)
Is eth0 to be the public NIC used by all systems?
[y,n,q,b,?] (y)

■

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

■

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

■

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

4

必要に応じて、SMTP 受信者を追加します。
■

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

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

5

SMTP 通知情報を確認します。
NIC: eth0
SMTP Address: smtp.example.com
Recipient: ozzie@example.com receives email for Warning or
higher events
Recipient: harriet@example.com receives email for Error or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)

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

1

VCS の SNMP 通知機能を設定するために必要な情報を確認します。

2

SNMP 通知を設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure SNMP notification? [y,n,q] (n) y

このオプションをスキップすると、有効な HA/DR のライセンスがインストールされて
いれば、このクラスタをグローバルなクラスタとして設定するオプションが表示されま
す。HA/DR のライセンスをインストールしなかった場合、インストーラは入力された
設定内容に従って VCS を設定します。
p.120 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

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

NIC 情報を入力します。
Active NIC devices discovered on galaxy: eth0
Enter the NIC for the VCS Notifier to use on galaxy:
[b,q,?] (eth0)
Is eth0 to be the public NIC used by all systems?
[y,n,q,b,?] (y)

■

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

■

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

■

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

4

必要に応じて、SNMP コンソールを追加します。
■

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

■

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

5

SNMP 通知情報を確認します。
NIC: eth0
SNMP Port: 162
Console: saturn receives SNMP traps for Error or
higher events
Console: jupiter receives SNMP traps for SevereError or
higher events
Is this information correct? [y,n,q] (y)

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

1

グローバルクラスタオプションを設定するために必要な情報を確認します。

2

グローバルクラスタオプションを設定するかどうかを指定します。
Do you want to configure the Global Cluster Option? [y,n,q] (n) y

このオプションを省略する場合は、インストーラはユーザーが入力した設定の詳細に
基づいた VCS の設定に進みます。
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3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を入力します。
インストーラから、NIC、仮想 IP アドレス、ネットマスクの値を入力するよう要求されま
す。
仮想 IP アドレスの詳細を入力した場合、インストーラは入力した値を検出します。グ
ローバルクラスタ設定に同じ仮想 IP アドレスを使うことも、別の値を入力することもで
きます。
また、仮想 IP アドレスとして IPv6 アドレスを入力できます。

4

グローバルクラスタの設定を確認します。
Global Cluster Option configuration verification:
NIC: eth0
IP: 192.168.1.16
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

VCS 設定の完了
VCS の設定情報を入力した後、VCS プロセスを停止して設定プロセスを完了するようプ
ロンプトが表示されます。設定ファイルの作成が続けられ、設定ファイルが各システムに
コピーされます。設定の最後に、クラスタのクラスタ UUID 値も設定されます。VCS が正
常に設定されると、VCS が再起動されます。
セキュアモードのクラスタを設定するよう選択した場合は、VCS をセキュアモードで起動
する前に次のことが実行されます。
■

認証サービスを設定するために選択したセキュリティモードに応じて、次のいずれか
が実行されます。
■

セキュリティのプリンシパルを作成する

■

クラスタの各ノードでセキュリティのプリンシパルを作成するために暗号化ファイル
を実行する

■

VxSS のサービスグループを作成する

■

クラスタ内で各ノードの認証サーバーの認証情報を作成する

■

VCS ユーザーの Web 認証情報を作成する

■

ルートブローカーとの信頼関係を設定する
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VCS の設定を完了するには

1

次のプロンプトで Enter キーを押します。
Do you want to stop VCS processes now? [y,n,q,?] (y)

2

各種プロセスが停止され、設定が実行される場合は、出力を確認してください。その
後、VCS が再起動されます。

3

y と入力して、シマンテック社にインストール情報を送信します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y) y

4

VCS が正常に設定された後、インストーラによって作成されるサマリー、ログ、および
応答ファイルの場所を書き留めます。
これらのファイルが提供する有用な情報は、現在の設定のみでなく今後の設定にも
役立ちます。
summary ファイル

クラスタとそこに設定されたリソースを説明します。

log ファイル

設定全体の詳細を表示します。

response ファイル

他のシステムでセキュアなインストールや無人インストールを実行する
ために使える設定情報が含まれています。
p.163 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。

NIC 設定の検証
インストーラはすべてのノード上ですべての NIC に PERSISTENT_NAME が正しく設定
されていることを確認します。
persistent インターフェース名がネットワークデバイスとして正しく設定されていない場
合、インストーラは次の警告を表示します。
Verifying that all NICs have PERSISTENT_NAME set correctly on
galaxy:
For VCS to run correctly, the names of the NIC cards must be
boot persistent.
CPI WARNING V-9-122-1021
No PERSISTENT_NAME set for NIC with MAC address
00:11:43:33:17:28 (present name eth0), though config file
CPI WARNING V-9-122-1022

exists!
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No config file for NIC with MAC address 00:11:43:33:17:29
(present name eth1) found!
CPI WARNING V-9-122-1022
No config file for NIC with MAC address 00:04:23:ac:25:1f
(present name eth3) found!
PERSISTENT_NAME is not set for all the NICs.
You need to set them manually before the next reboot.

PERSISTENT_NAME をすべての NIC に設定します。
p.49 の 「インストール前タスクの実行」 を参照してください。
警告: インストーラはネットワークインターフェース名が設定ファイル内の名前と異なること
を発見すると、インストーラは終了します。

システムでのライセンスの確認と更新
VCS をインストールした後、vxlicrep プログラムを使用してライセンスの情報を確認でき
ます。デモライセンスは永続ライセンスに更新できます。

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

1

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

2

次の情報を判断するために次の出力を見直します。
■

ライセンスキー

■

ライセンスの種類

■

適用対象の製品

■

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

License Key
Product Name
Serial Number

= xxx-xxx-xxx-xxx-xxx
= Veritas Cluster Server
= 1249

123

124

第 6 章 VCS の設定
システムでのライセンスの確認と更新

License Type
OEM ID

= PERMANENT
= 478

Features :=
Platform
Version
Tier
Reserved
Mode

=
=
=
=
=

Linux
5.1
0
0
VCS

vxlicinst を使った製品ライセンスの更新
vxlicinst コマンドを使って、各ノードに VCS ライセンスキーを追加できます。VCS のイ

ンストールと設定が完了しており、デモライセンスを使っている場合は、デモライセンスを
更新することができます。
p.124 の 「VCS デモライセンスから永続ライセンスへの更新」 を参照してください。
製品ライセンスを更新するには
◆

各ノードで、次のコマンドを使ってライセンスキーを入力します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicinst -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX

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

1

クラスタ内の各ノードに、root ユーザーとしてログインできる権限があることを確認し
てください。

2

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

このコマンドで VCS を停止した場合、実行中のアプリケーションは停止しません。

3

各ノードで、次のコマンドを使って永続ライセンスキーを入力します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicinst -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX
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4

デモライセンスは、VCS を起動する前に必ず、すべてのクラスタノードで更新してく
ださい。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicrep

5

各ノード上で VCS を起動します。
# hastart
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7
データ整合性のための VCS
クラスタの設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

installvcs プログラムを使ったディスクベース I/O フェンシングの設定

■

installvcs プログラムを使ったサーバーベース I/O フェンシングの設定

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

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

1

新しいディスクを認識できるようにします。各ノードで、次のコマンドを入力します。
# fdisk -l

2

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

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

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

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

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

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

1

-fencing オプションを指定して installvcs プログラム を起動します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -fencing

installvcs プログラム は著作権情報を表示して起動し、クラスタ情報を検証します。

2

プロンプトで、I/O フェンシングの設定を行うことを確認します。
プログラムにより、スクリプトが動作しているローカルノードがリモートノードと通信でき
ることと、VCS 5.1 が適切に設定されているかどうかをチェックします。

3

プログラムで表示される I/O フェンシングの設定オプションを確認します。2 を入力
して、ディスクベース I/O フェンシングを設定します。
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster
[1-3,b,q] 2

4

5

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

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

■

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

既存のディスクグループを使うか、またはコーディネータディスクグループとして設定
する新しいディスクグループを作成するかどうかを選択します。
プログラムにより、利用可能なディスクグループ名が列挙され、新しいディスクグルー
プを作成するためのオプションが表示されます。次のいずれかを実行します。
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6

■

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

■

新しいディスクグループを作成するには、次の手順を実行します。
■

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

■

コーディネータディスクとして使うディスクに対応する番号を入力します。

■

ディスクグループ名を入力します。

選択したコーディネータディスクが I/O フェンシングの条件を満たすことを検証しま
す。
vxfentsthdw ユーティリティを使って、ディスクが SCSI-3 PR と互換性があることを
検証してから、この設定プログラムに戻る必要があります。
p.130 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

7

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

8

使うことを選択した I/O フェンシングのディスクポリシーを入力します。次に例を示し
ます。
Enter fencing mechanism name (raw/dmp): [b,q,?] raw

また、プログラムは、次の処理を行います。

9

■

このディスクグループの情報を /etc/vxfendg ファイルに設定します。

■

I/O フェンシングのモードの情報と SCSI-3 ディスクポリシーの情報を、各クラスタ
ノードの /etc/vxfenmode ファイルに設定します。

インストーラが概略を示した I/O フェンシング設定情報を確認します。

10 設定プログラムが次の処理を実行したら、出力を確認します。
■

各ノードで VCS と I/O フェンシングを停止します。

■

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

■

必要に応じて、VCS の設定ファイル main.cf を更新します。
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■

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

■

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

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

12 コーディネータディスクを監視するように、コーディネーションポイントエージェントを
設定します。
p.218 の 「コーディネーションポイントを監視するためのコーディネーションポイント
エージェントの設定」 を参照してください。

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

ASL（Array Support Library）を確認する
p.131 の 「ASL（Array Support Library）の確認」 を参照してください。

■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
p.131 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることの確認」 を参照してくださ
い。

■

SCSI-3 の共有ディスクをテストする
p.132 の 「vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト」 を参照してください。
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131

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

1

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

2

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

LIBNAME
VID
PID
========================================================================
libvxhitachi.so
HITACHI
DF350, DF400, DF400F, DF500, DF5
libvxxp1281024.so
HP
All
libvxxp12k.so
HP
All
libvxddns2a.so
DDN
S2A 9550, S2A 9900, S2A 9700
libvxpurple.so
SUN
T300
libvxxiotechE5k.so XIOTECH
ISE1400
libvxcopan.so
COPANSYS
8814, 8818
libvxibmds8k.so
IBM
2107

3

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

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

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることの確認
vxfentsthdw ユーティリティを使用して、共有データストレージまたはコーディネータディ
スクとして使うディスクをテストする前に、システムが同じディスクを参照することを確認す
る必要があります。
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ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認するには

1

データ用の共有ストレージが、VCS がインストールされている 2 つのノードと接続さ
れていることを確認します。

2

テスト中に、どちらのノードも同じディスクに接続されることを確認します。ディスクの
シリアル番号を確認するには、vxfenadm コマンドを使います。
vxfenadm -i diskpath

詳しくは vxfenadm（1M）のマニュアルページを参照してください。
ノード A では /dev/sdx のパスで、ノード B は /dev/sdy パスで、EMC のディスクに
アクセスできるとします。
ノード A からは、次のように入力します。
vxfenadm -i /dev/sdx
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/sdy パスを使って、同等のコマンドをノード B で入力すると、同じシリアル番号
情報が表示されます。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように、出力が異なる
場合があります。
# vxfenadm -i /dev/sdz
SCSI ID=>Host: 2 Channel: 0 Id: 0 Lun: E
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では、/dev/sdx ディスクを使います。
ディスクの準備が整っていることを示すメッセージが表示されない場合、テストは失敗で
す。検証が失敗している場合、ディスクアレイの設定が不適切な可能性があります。失敗
は不良ディスクが原因の場合もあります。
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失敗の原因が不良ディスクである場合、そのディスクを取り除いて交換します。vxfentsthdw
ユーティリティに次のようなメッセージが表示され、I/O フェンシングにディスクを使えるこ
とを示します。
The disk /dev/sdx is ready to be configured for I/O Fencing on
node galaxy

コーディネータディスクを交換する方法について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管
理者ガイド』を参照してください。
vxfentsthdw ユーティリティを使ってディスクをテストするには

1

システム間の通信が適切に機能していることを確認します
p.53 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

2

1 つのノードからユーティリティを開始します。
rsh 通信を使っている場合は、-n オプションを指定して、ユーティリティを実行しま

す。
# vxfentsthdw [-n]

3

このスクリプトは、テストによってディスク上のデータが上書きされることを警告します。
概要と警告を確認してから、プロセス続行を確定してノードの名前を入力します。
警告: -r オプションを使わないと、テストによってディスク上のデータが上書きされ、
破壊されます。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: galaxy
Enter the second node of the cluster: nebula
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4

チェックするディスクの名前を入力します。各ノードで、異なる名前が同じディスクに
付けられている場合があります。
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
galaxy in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/sdr
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
nebula in the format:
for dmp: /dev/vx/rdmp/sdx
for raw: /dev/sdx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/sdr

ディスクのシリアル番号が同じではない場合は、テストが終了します。

5

ユーティリティが検査を実行してその活動が報告されたら、出力を確認します。

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であれば、ユーティリティは
正常終了を報告します。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy
ALL tests on the disk /dev/sdx have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy

7

検証するディスクごとに vxfentsthdw ユーティリティを実行します。

installvcs プログラムを使ったサーバーベース I/O フェ
ンシングの設定
VCS クラスタがセキュアモードで動作するように設定されている場合は、CP サーバーベー
ス I/O フェンシングを設定する前に、設定が正しいことを確認してください。
p.135 の 「コーディネーションポイントに CP サーバーを使うための VCS クラスタ のセキュ
リティ設定の確認」 を参照してください。
p.136 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの設定」 を参照してください。
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コーディネーションポイントに CP サーバーを使うための VCS クラスタ の
セキュリティ設定の確認
installvcs -security コマンドを使ってセキュリティを設定した後は、各 VCS クラスタ

ノードで次の手順に従って、セキュリティが正しく設定されていることを確認してください。
コーディネーションポイントに CP サーバーを使うために VCS クラスタ のセキュリティ設
定を確認するには

1

次のコマンドを実行します。
# /opt/VRTScps/bin/cpsat listpd -t local
Domain(s) Found 1
****************************
Domain Name HA_SERVICES@galaxy.symantec.com
Expiry Interval 0
****************************

2

次の形式でドメイン名のエントリが存在する必要があります。
HA_SERVICES@hostname.domainname

または
HA_SERVICES@hostname

3

HA_SERVICES ドメインには重複エントリは使えません。
正しくない設定の例は次のとおりです。
showdomains
Domain(s) Found :
3
*************************************
Domain Name:
HA_SERVICES@galaxy.symantec.com
Domain Type:
vx
*************************************
Domain Name:
broker@galaxy.symantec.com
Domain Type:
vx
*************************************
Domain Name:
HA_SERVICES@galaxy
Domain Type:
vx
*************************************

上の例に示すような重複エントリが表示される場合は、セキュリティの再設定に進ん
でください。
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サーバーベースの I/O フェンシングの設定
この項では、VCS クラスタのサーバーベースの I/O フェンシングを設定する方法を説明
します。サーバーベースの I/O フェンシングを使うと、CP サーバーと SCSI-3 対応コー
ディネータディスクの組み合わせが I/O フェンシングのコーディネーションポイントとして
機能します。
サーバーベースの I/O フェンシングを使う VCS クラスタを設定するには

1

CP サーバーが設定されていて、クラスタから接続可能であることを確認してくださ
い。コーディネータディスクをコーディネーションポイントとして使う場合、SCSI-3 に
準拠していることを確認してください。

2

installvcs -fencing コマンドを実行して、フェンシングを設定します。

次に例を示します。
/opt/VRTS/install/installvcs -fencing

インストーラにより、各ノードに vxfenmode ファイルを作成されます。ファイルは
/etc/vxfenmode にあります。
次の手順はサーバーベースの I/O フェンシングを設定するための例として使うことができ
ます。この手順の例では、コーディネーションポイントとして機能する 1 つの CP サーバー
と 2 つのディスクがあります。
インストーラを使ってフェンシングを設定するには - CP クライアントベースのフェンシング

1

VCS クラスタ上で VCS をインストールして設定した後、次のコマンドを実行して、フェ
ンシングを設定します。
/opt/VRTS/install/installvcs -fencing

2

コマンドを実行した後、インストーラはシマンテック社の著作権情報と設定プロセスの
ログファイルの場所を表示します。
インストール処理に問題がある場合は、これらのログファイルにアクセスし、確認して
ください。コマンドの出力の例を次に示します。
Logs for installvcs are being created in /var/tmp/installvcs-LqwKwB.
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3

次に、インストーラによって現在のクラスタの情報が表示されたら、それを確認しま
す。コマンドの出力の例を次に示します。
Cluster information verification:
Cluster Name: clus1
Cluster ID Number: 4445
Systems: galaxy nebula

クラスタ名、システム、 ID 番号のすべてが表示されます。
次に、クラスタに I/O フェンシングを設定するかどうかを尋ねられます。設定する場
合、「y」を入力します。次に、クラスタノードとの rsh（または ssh）通信がインストーラ
によって調べられます。

4

次に、フェンシングの設定オプションを、次から 1 つを選択するようにメッセージが表
示されます。
Fencing configuration
1) Configure CP client based fencing
2) Configure disk based fencing
3) Configure fencing in disabled mode
Select the fencing mechanism to be configured in this
Application Cluster [1-3,q]

CP クライアントベースのフェンシングでは、最初のオプションを選択します。

5

サーバーとディスク両方を含むコーディネーションポイントの合計数を入力します。
この数は 3 以上にしてください。
次に例を示します。
Enter the total number of co-ordination points including both
CP servers and disks: [b] (3)

6

コーディネーションポイントのうちのコーディネータディスクの合計数を入力します。
この例では、2 つのコーディネータディスクがあります。
次に例を示します。
Enter the total number of disks among these:
[b] (0) 2
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7

コーディネーションポイントサーバーの仮想 IP アドレスとホスト名を入力します。
メモ: インストーラでは、すべてのクライアントクラスタノードから、これらの値が同一と
認識されると想定します。
次に例を示します。
Enter the Virtual IP address/fully qualified host name
for the Co-ordination Point Server #1::
[b] 10.209.80.197

8

CP サーバーがリスニングするポートを入力します。
次に例を示します。
Enter the port in the range [49152, 65535] which the
Co-ordination Point Server 10.209.80.197
would be listening on or simply accept the default port suggested:
[b] (14250)

9

ディスクのフェンシング機構を入力します。
次に例を示します。
Enter fencing mechanism for the disk(s) (raw/dmp):
[b,q,?] raw

10 インストーラは、コーディネーションポイントとして設定できる利用可能なディスクのリ
ストを表示します。
Select disk number 1 for co-ordination point
1) c3t0d0s2
2) c3t1d0s3
3) c3t2d0s4
Please enter a valid disk which is available from all the
cluster nodes for co-ordination point [1-3,q] 1

表示されたリストからディスクを選択します。
選択したディスクがすべての VCS クラスタノードから利用できることを確認します。
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11 次に進む前に、ディスクの検証を推奨するインストーラのメッセージを読みます。
It is strongly recommended to run the 'VxFen Test Hardware' utility
located at '/opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw' in another window
before continuing. The utility verifies if the shared storage
you intend to use is configured to support I/O
fencing. Use the disk you just selected for this
verification. Come back here after you have completed
the above step to continue with the configuration.

シマンテック社では、コーディネーションポイントとして使うディスクが 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検証することをお勧めします。Enter
キーを押して続行します。
次に、「vxfentsthdw」テストを実行した後でディスクの選択を確認するよう、メッセー
ジが表示されます。
デフォルトの（y）を受け入れ、Enter キーを押して続行します。

12 インストーラは、コーディネータポイントとして設定できる利用可能なディスクのリスト
を表示します。
表示されたリストから、2 番目のコーディネータポイントにするディスクを選択します。
選択したディスクがすべての VCS クラスタノードから利用できることを確認します。

13 次に進む前に、ディスクの検証を推奨するインストーラのメッセージを読みます。
Enter キーを押して続行します。

14 次に、「vxfentsthdw」テストを実行した後でディスクの選択を確認するよう、メッセー
ジが表示されます。
デフォルトの（y）を受け入れ、Enter キーを押して続行します。

15 続行して、コーディネータディスクのディスクグループ名を入力するか、またはデフォ
ルトを受け入れます。
Enter the disk group name for coordinating disk(s):
[b] (vxfencoorddg)

16 これでインストーラはコーディネーションポイントの検証を始めます。確認プロセスの
終わりに、次の情報が表示されます。
■

使われるコーディネーションポイントの合計数

■

CP サーバーの仮想 IP/ホスト名とポート番号

■

SCSI-3 ディスク

■

カスタマイズされたフェンシングのディスクのディスクグループ名
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■

カスタマイズされたフェンシングに使われるディスク機構

次に例を示します。

Total number of coordination points being used: 3
CP Server (Port):
1. 10.209.80.197 (14250)
SCSI-3 disks:
1. c3t0d0s2
2. c3t1d0s3
Disk Group name for the disks in customized fencing: vxfencoorddg
Disk mechanism used for customized fencing: raw

次に、上の情報を受け入れるためのメッセージが表示されます。デフォルトの（y）を
受け入れ、Enter キーを押して続行します。
ディスクとディスクグループは初期化され、ディスクグループは VCS クラスタのノード
でデポートされます。

17 これでインストーラは自動的に CP サーバー側のセキュリティの設定を判断し、適切
な処理を実行します。
■

CP サーバー側がセキュリティのために設定されれば、次に VCS クラスタ'の側が
セキュリティのために設定されます。

■

CP サーバー側でセキュリティが設定されなければ、VCS クラスタ'の側でもセキュ
リティは設定されません。

次に例を示します。

While it is recommended to have secure communication
configured between CP Servers and CP client cluster, the client cluster
must be in the same mode (secure or non-secure) as the CP servers are.
Since the CP servers are configured in secure mode, the installer
will configure the client cluster also as a secure cluster.
Press [Enter] to continue:
Trying to configure Security on the cluster:
All systems already have established trust within the
Symantec Product Authentication Service domain
root@galaxy.symantec.com
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18 CP サーバーと VCS クラスタに異なるルートブローカーを使うかどうかを入力します。
異なるルートブローカーを使用している場合、インストーラは CP サーバーの認証ブ
ローカーと VCS クラスタのノード間の通信で信頼関係を確立しようとします。
YES の「y」または NO の「n」を入力した後、Enter キーを押して続行しします。

19 手順 18 で YES の「y」を入力したら、次の情報を求めるメッセージも表示されます。
■

CP サーバーのいずれか 1 つの認証ブローカーのホスト名

■

CP サーバーの認証ブローカーが信頼関係を確立するためにリスニングしている
ポート番号

■

VCS クラスタノードのいずれか 1 つの認証ブローカーのホスト名

■

VCS クラスタの認証ブローカーが信頼関係を確立するためにリスニングしている
ポート番号

Enter キーを押して続行します。

20 インストーラは次に I/O フェンシングの設定を表示し、表示された I/O フェンシング
の設定情報が正しいかどうかを示すようにとのメッセージを表示します。
情報が正しければ、yes の「y」を入力します。
次に例を示します。
CPS Admin utility location: /opt/VRTScps/bin/cpsadm
Cluster ID: 2122
Cluster Name: clus1
UUID for the above cluster: {ae5e589a-1dd1-11b2-dd44-00144f79240c}
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21 インストーラは次に各 CP サーバーの VCS クラスタの情報を更新して、それらの間の
接続性を確認します。
次に、インストーラは、CP VCS クラスタの各ノードで上記の詳細情報を使ってファイ
ル /etc/vxfenmode を設定します。
次に例を示します。
Updating client cluster information on CP Server 10.210.80.199
Adding the client cluster to the CP Server 10.210.80.199 .................. Done
Registering client node galaxy with CP Server 10.210.80.199.............. Done
Adding CPClient user for communicating to CP Server 10.210.80.199 ......... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on CP Server 10.210.80.199 ... Done
Registering client node nebula with CP Server 10.210.80.199 ............. Done
Adding CPClient user for communicating to CP Server 10.210.80.199 ......... Done
Adding cluster clus1 to the CPClient user on CP Server 10.210.80.199 ... Done
Updating /etc/vxfenmode file on galaxy .................................. Done
Updating /etc/vxfenmode file on nebula ......... ........................ Done

ディスクと CP サーバーの混合モードと CP サーバーモードまたは純粋なサーバー
ベースモードの vxfenmode ファイルについて詳しくは、
p.86 の 「I/O フェンシングの設定ファイルについて」 を参照してください。

22 次に、クライアントクラスタに CP エージェントを設定するようにメッセージが表示され
ます。
Do you want to configure CP Agent on the client cluster? [y,n,q]
(y)
Enter a non-existing name for the service group for CP Agent:
[b] (vxfen)
Adding CP Agent via galaxy ........................ Done

23 次に、各 VCS クラスタノードで VCS とフェンシングプロセスが停止および再起動さ
れ、I/O の設定プロセスが終わります。
Stopping
Stopping
Stopping
Stopping

VCS on galaxy ............................
Fencing on galaxy ........................
VCS on nebula ............................
Fencing on nebula ........................

Done
Done
Done
Done

24 このプロセスの終わりに、インストーラはログファイル、概略ファイルと応答ファイルの
場所を表示します。

4
Web ベースのインストーラを
使ったインストール

■

第8章 VCS のインストール

■

第9章 VCS の設定
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8
VCS のインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

Veritas の Web ベースインストーラを使う前に

■

Veritas の Web ベースインストーラの起動

■

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得

■

Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実行

■

Veritas の Web ベースインストーラを使った VCS のインストール

Veritas の Web ベースインストーラを使う前に
Veritas の Web ベースのインストーラには次の設定が必要です。
表 8-1

Web ベースのインストーラの必要条件

システム

機能

必要条件

ターゲットシステム

Veritas 製品がインストールされるシステ VCS 5.1 のサポート対象の
ム。
プラットフォームである必要
があります。

インストールサーバー

インストールを開始するサーバー。インス インストール先のシステムと
トールメディアがマウントされていて、イン 同じ OS である必要があり
ストールサーバーからアクセス可能です。 ます。

管理システム

インストールを実行するために Web ブラ Web ブラウザ
ウザを実行するシステム。
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Veritas の Web ベースインストーラの起動
この項では Veritas の Web ベースインストーラの起動について説明します。
Veritas の Web ベースインストーラを起動するには

1

インストールサーバーで Veritas XPortal Server プロセス（xprtld）を起動します。
# ./webinstaller start

webinstaller スクリプトを実行すると URL が表示されます。

2

管理サーバーで Web ブラウザを起動します。

3

手順 1 で表示された URL に移動します。

4

ブラウザに次のメッセージが表示されることがあります。
Secure Connection Failed

ブラウザのセキュリティ例外を取得します。

5

メッセージが表示されたら、root とインストールサーバーの root パスワードを入力
します。

Mozilla Firefox のセキュリティ例外の取得
Mozilla Firefox のセキュリティ例外を取得する必要がある場合もあります。
セキュリティ例外を取得するには

1

［例外として扱うこともできます...（Or you can add an exception）］リンクをクリックし
ます。

2

［例外を追加（Add Exception）］ボタンをクリックします。

3

［証明書を取得（Get Certificate）］ボタンをクリックします。

4

［Permanently Store this exception checkbox (recommended)］チェックマーク
をはずします。

5

［セキュリティ例外を承認（Confirm Security Exception）］ボタンをクリックします。

6

［ユーザー名（User Name）］フィールドに root と入力し、［パスワード（Password ）］
フィールドに Web サーバーの root パスワードを入力します。
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Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインス
トールチェックの実行
この項では Veritas の Web ベースインストーラを使ったプレインストールチェックの実行
について説明します。
プレインストールチェックを実行するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。
p.146 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

2

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページの［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから［プレインストールチェックの実行（Perform a Pre-installation
check）］を選択します。

3

［製品（Product）］ドロップダウンリストから製品を選択し、［次へ（Next）］をクリックし
ます。

4

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

5

インストーラによってプレチェックが実行され、結果が表示されます。

6

検証が正常に完了したら、［次へ（Next）］をクリックします。インストーラによってイン
ストールの開始を求めるメッセージが表示されます。［OK］をクリックして、選択したシ
ステムに VCS をインストールします。後でインストールするときは［キャンセル
（Cancel）］をクリックします。

7

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

Veritas の Web ベースインストーラを使った VCS のイン
ストール
この項では Veritas の Web ベースインストーラを使った VCS のインストールについて説
明します。
VCS をインストールするには

1

準備の手順を実行します。

2

Web ベースのインストーラを起動します。
p.146 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページの［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから［製品のインストール（Install a Product）］を選択します。
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4

［製品（Product）］ドロップダウンリストから VCS を選択し、［次へ（Next）］をクリックし
ます。

5

［使用許諾契約（License agreement）］ページで、エンドユーザー使用許諾契約
（EULA）の条件を受け入れるかどうかを選択します。続行するには、［はい、同意し
ます（Yes, I agree）］を選択し、［次へ（Next）］をクリックします。

6

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

7

インストールするシステムを指定します。1 つ以上のシステム名をスペースで区切っ
て入力します。［検証（Validate）］をクリックします。

8

検証が正常に完了した後に、［次へ（Next）］をクリックして、選択したシステムに VCS
をインストールします。

9

インストールが完了した後に、ライセンス交付の方法を選択する必要があります。
［ライセンス（license ）］ページで、次のタブのいずれかを選択します。
■

キーレスライセンス（Keyless licensing）
メモ: キーレスライセンスオプションを使うと、キーを入力しなくてもインストールで
きます。ただし、コンプライアンスを保証するため、管理サーバーでシステムを管
理する必要があります。
詳しくは次の Web サイトを参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless
次の情報を指定します。
グローバルクラスタオプションを有効にするかどうかを選択します。
［登録（Register）］をクリックします。

■

ライセンスキーの入力（Enter license key）
有効なライセンスキーがある場合は、このタブをクリックします。各システムのライ
センスキーを入力します。［登録（Register）］をクリックします。
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10 インストーラによって、クラスタの設定を求めるメッセージが表示されます。
［n］を選択すると、インストーラを終了できます。VCS を使う前に、製品を設定する必
要があります。
インストールが完了した後に、インストーラによってログと概略ファイルの場所が表示
されます。必要に応じて、ファイルを表示してインストール状態を確認します。

11 シマンテック社にインストール情報を送るかどうかを指定するには、次のチェックボッ
クスを選択します。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを求めるメッセージが、インストーラに表
示されます。

149

150

第 8 章 VCS のインストール
Veritas の Web ベースインストーラを使った VCS のインストール

9
VCS の設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定

Web ベースのインストーラを使った VCS の設定
ここでは、Web ベースのインストーラを使って VCS を設定する手順について説明します。
手順を始める前に、VCS を設定するための必要条件を確認してください。
p.62 の 「VCS のインストールと設定に関する情報の準備」 を参照してください。
クラスタで VCS を設定するには

1

Web ベースのインストーラを起動します。

2

［製品/タスクの選択（Select Product/Task）］画面で次のように選択します。
■

タスクのリストから［製品の設定（Configure a product）］を選択します。

■

製品のリストから［Veritas Cluster Server］を選択します。

■

デフォルトでは、システム間の通信には SSH が選択されます。システム間の通
信に SSH を使うと、SSH のコマンドはパスワードや確認を求めるメッセージを表
示せずに実行されます。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

メモ: 設定処理中に［終了（Quit）］をクリックすることで、Web インストーラをいつでも
中止できます。

3

［システムの選択（Select Systems）］画面で次のように操作します。
■

VCS を設定するシステム名を入力し、［検証（Validate）］をクリックします。
例: galaxy nebula
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最初のシステム検証が実行されます。システム間の通信が設定されたことが確
認されます。また、リリースの互換性、インストールされた製品のバージョン、プ
ラットフォームのバージョンの確認と、製品のプレチェックも行われます。
■

4

5

6

システムの検証が正常に終了したら、［次へ（Next）］をクリックします。

［クラスタ名/ID の設定（Set Cluster Name/ ID）］画面で次のように操作します。
■

一意のクラスタ名とクラスタ ID 番号を入力します。

■

ハートビートリンクの番号を選択します。

■

優先度が低いリンクとして 1 つのハートビートリンクを設定する場合は、［優先度
の低いハートビートNIC（Low priority heartbeat）］を選択します。

■

他のシステムのプライベートハートビートリンクを設定するときに同じ NIC の詳細
を使わない場合は、［システムごとに一意のハートビートNIC（Unique NICs per
system）］を選択します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

［クラスタハートビートの設定（Set Cluster Heartbeat）］画面で次のように選択しま
す。
■

すべてのシステムでプライベートハートビートリンクの設定に同じ NIC を使用す
る場合は、各システムで第 1 のプライベートハートビート NIC 用の NIC を選択し
ます。
各システムで第 2 のプライベートハートビート NIC 用の NIC を選択します。

■

前の画面で［システムごとに一意のハートビートNIC（Unique NICs per system）］
を選択した場合は、各システムの NIC の詳細を入力します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。

［オプションの設定（VCS Optional Configure）］画面で、設定する VCS オプショ
ン、つまり、仮想 IP、ユーザー、SMTP、SNMP、GCO を選択します。選択するオプ
ションによっては、各オプションに関する詳細を入力できます。
■

■

仮想 IP を設定するため、次の手順を実行します。
■

［仮想 IP を設定する（Configure Virtual IP）］を選択します。

■

各システムで個別の NIC を使う場合は、［すべてのシステムで NIC を個別に
設定します（Configure NICs for every system separately）］を選択します。

■

仮想 IP を設定するインターフェースを選択します。

■

仮想 IP アドレスとサブネットマスクの値を入力します。

VCS ユーザーを設定をするため、次の情報を入力します。
■

必要に応じて、Admin ユーザーのパスワードをリセットします。

■

［追加（Add）］をクリックして、新しいユーザーを追加します。
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このユーザーのユーザー名、パスワード、ユーザーの権限を指定します。
■

■

■

7

SMTP 通知を設定するため、次の情報を入力します。
■

すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、すべてのシステムで使う VCS
通知用の NIC を選択します。そうでなければ、各システムで使う NIC を選択
します。

■

SMTP サーバーのドメインベースのホスト名を入力します。例:
smtp.yourcompany.com

■

SMTP 受信者の完全なメールアドレスを入力します。例:
user@yourcompany.com

■

各受信者に送信するメッセージの最小重要度を選択します。

■

必要であれば、［追加（Add）］をクリックして、さらに SMTP 受信者を追加し
ます。

SMTP 通知の設定をするため、次の情報を入力します。
■

すべてのシステムで同じ NIC を使う場合は、すべてのシステムで使う VCS
通知用の NIC を選択します。そうでなければ、各システムで使う NIC を選択
します。

■

SNMP トラップデーモンのポート（162）を入力します。

■

SNMP コンソールのシステム名を入力します。

■

各コンソールに送信するメッセージの最小重要度レベルを選択します。

■

必要であれば、［追加（Add）］をクリックして、さらに SNMP コンソールを追加
します。

有効な HA/DR ライセンスがインストールされている場合は、このクラスタをグロー
バルクラスタとして設定するための gco オプションを選択できます。
VCS グローバルクラスタを設定するための手順については、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
■

NIC を選択します。

■

仮想 IP アドレスとサブネットマスクの値を入力します。

■

［次へ（Next）］をクリックします。
ユーザーが入力した設定の詳細に基づいて VCS の設定が実行されます。

［プロセスを開始しています（Starting Processes）］画面で、VCS の設定が完了さ
れます。
各システムの VCS とそのコンポーネントが起動されます。
起動プロセスが完了したら、［次へ（Next）］をクリックして次の画面に進みます。
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8

［次へ（Next）］をクリックして、VCS を設定するプロセスを完了します。
必要に応じて概略ファイル、ログファイル、または応答ファイルを表示し、設定を確
認します。

9

シマンテック社にインストール情報を送信するどうかを指定するチェックボックスに
チェックマークを付けます。
Would you like to send the information about this installation
to Symantec to help improve installation in the future?

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを指定するように求めるメッセージが表
示されます。

5
応答ファイルを使ったインス
トール

■

第10章 VCS の自動インストールの実行

■

第11章 VCS の自動設定の実行

■

第12章 VCS の自動 I/O フェンシング設定の実行
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VCS の自動インストールの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のインストール

■

VCS をインストールするための応答ファイルの変数

■

VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル

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

1

VCS をインストールするシステムがインストール条件を満たしていることを確認しま
す。
p.31 の 「VCS インストールの必要条件」 を参照してください。

2

インストール前のタスクが完了していることを確認します。
p.49 の 「インストール前タスクの実行」 を参照してください。

3

VCS をインストールするクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.160 の 「VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル」 を参照してくださ
い。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.158 の 「VCS をインストールするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

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

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

VCS をインストールするための応答ファイルの変数
表 10-1 に、VCS をインストールするために定義できる応答ファイルの変数の一覧を示し
ます。
表 10-1

VCS のインストールに固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{install}

スカラー

VCS RPM をインストールします。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{opt}{stopfail_allow}

スカラー

インストーラがプロセスの停止中または
ドライバのロード解除中に失敗した場
合に、続行するかどうかを決定します。
（オプション）

CFG{systems}

リスト

製品をインストールするシステムのリス
トです。
必要量

CFG{prod}

スカラー

インストールされる製品を定義します。
値は、VCS の場合は VCS51 です。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}installallpkgs

スカラー

値が 1 に設定されている変数に基づ
いて VCS RPM をインストールするよ
う、インストーラに指示します。

または
CFG{opt}installrecpkgs

installallpkgs: すべての RPM を
インストールする
■ installrecpkgs: 推奨される RPM
をインストールする
■ installminpkgs: 最小の RPM を
インストールする
■

または
CFG{opt}installminpkgs

メモ: これらの変数値のいずれかのみ
を 1 に設定する必要があります。
（必須）
CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{gco}

スカラー

インストーラがグローバルクラスタオプ
ションを有効にする必要があることを定
義します。グローバルクラスタを設定す
る場合は、この変数値を 1 に設定する
必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{patchpath}

スカラー

製品のパッチを保管する場所（通常
NFS をマウントしている）を定義します。
そこから、すべてのリモートシステムが
製品のパッチをインストールできる場
所です。対象のすべてのシステムから
アクセスできる場所である必要がありま
す。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

製品RPMを保管する場所（通常 NFS
をマウントしている）を定義します。そこ
から、すべてのリモートシステムが製品
RPMをインストールできる場所です。
対象のすべてのシステムからアクセス
できる場所である必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

インストール中に必要な一時ファイル
や一時デポを保管する作業ディレクト
リの作成場所を定義します。デフォル
トの場所は /var/tmp です。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）
$CFG{opt}{vxkeyless}

スカラー

値が 1 に設定されている場合は、キー
レスライセンスが付与されている製品
をインストールします。値が 0 に設定さ
れている場合は、ライセンスキーで
CFG{keys}{system} 変数を定義する
必要があります。
（オプション）

CFG{keys}

スカラー

{system}

変数 $CFG{opt}{vxkeyless} が 0 に
設定されている場合は、システムに登
録されるキーのリストです。
（オプション）

VCS をインストールするための応答ファイルのサンプル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.158 の 「VCS をインストールするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
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#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{opt}{install}=1;
$CFG{opt}{installrecpkgs}=1;
$CFG{prod}="VCS51";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
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11
VCS の自動設定の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS の設定

■

VCS を設定するための応答ファイルの変数

■

VCS を設定するための応答ファイルのサンプル

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

1

VCS を設定するシステムに VCS RPM がインストールされていることを確認します。

2

VCS を設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーします。
p.170 の 「VCS を設定するための応答ファイルのサンプル」 を参照してください。

3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
オプション機能を設定するには、オプション機能に関連するすべての応答ファイル
の変数に適切な値を定義する必要があります。
p.164 の 「VCS を設定するための応答ファイルの変数」 を参照してください。

4

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -responsefile /tmp/response_file

ここで、/tmp/response_file は応答ファイルの絶対パス名です。
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VCS を設定するための応答ファイルの変数
表 11-1 に、VCS を設定するために定義できる応答ファイル変数の一覧を示します。
表 11-1

VCS の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{configure}

スカラー

RPM がすでにインストールされている
場合に設定を実行します。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{opt}{stopfail_allow}

スカラー

インストーラがプロセスの停止中または
ドライバのロード解除中に失敗した場
合に、続行するかどうかを決定します。
（オプション）

CFG{systems}

リスト

製品を設定するシステムのリストです。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

設定する製品を定義します。
値は、VCS の場合は VCS51 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

第 11 章 VCS の自動設定の実行
VCS を設定するための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 応答ファイルと概略ファイルは指
定した場所 logpath にもコピーされま
す。
（オプション）

一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（csgnic、csgvip、
csgnetmask）のいずれかを定義する場合、これらの変数のすべてを定義する必要があ
ります。同じことが、SMTP 通知（smtpserver、smtprecp、smtprsev）、SNMP トラップ
通知（snmpport、snmpcons、snmpcsev）、グローバルクラスタオプション（gconic、
gcovip、gconetmask）にも当てはまります。
表 11-2 に、基本的な VCS クラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
表 11-2

基本的な VCS クラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_clusterid}

スカラー

クラスタを一意に識別する 0 から
65535 までの整数です。
（必須）

CFG{vcs_clustername}

スカラー

クラスタ名を定義します。
（必須）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

シングルノードクラスタを設定するとき
に LLT と GAB を起動するかどうかを
示します。値は 0（起動しない）か 1（起
動する）のどちらかです。
（必須）

CFG{vcs_lltlink#}
{system}

スカラー

各システムのプライベートハートビート
リンクに使う NIC を定義します。各シス
テムには、LLT リンクが 2 つ必要です
（lltlink1 と lltlink2）。4 つまでの LLT
リンクを設定できます。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_lltlinklowpri}

スカラー

優先度の低いハートビートリンクを定
義します。一般的に、パブリックネット
ワークリンクでは lltlinklowpri を使
い、通信を多層化します。

{system}

（オプション）

表 11-3 に、VCS クラスタの仮想 IP を設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
表 11-3

VCS クラスタの仮想 IP の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_csgnic}

スカラー

システムで使う NIC デバイスを定義し
ます。すべてのシステムで同じ NIC を
使う場合は、「all」をシステム値として
入力できます。

{system}

（オプション）
スカラー

CFG{vcs_csgvip}

クラスタの仮想 IP アドレスを定義しま
す。
（オプション）

CFG{vcs_csgnetmask}

スカラー

クラスタの仮想 IP アドレスのネットマス
クを定義します。
（オプション）

表 11-4 に、セキュアモードの VCS クラスタを設定するために必要な情報を指定する応
答ファイル変数の一覧を示します。
表 11-4

セキュアモードの VCS クラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{at_rootdomain}

スカラー

ルートブローカーのインストール先の
システム名を入力します。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_securitymenuopt}

スカラー

セキュアモードのクラスタの設定を選
択するメニューオプションを指定しま
す。
■

1 - 自動

■

2 - 半自動

■

3 - 手動

（オプション）
CFG{vcs_vssdefport}

スカラー

ルートブローカーのデフォルトのポー
トアドレスを指定します。
（オプション）

CFG{vcs_roothashpath}

スカラー

ルートハッシュファイルのパスを指定し
ます。
（オプション）

CFG{vcs_ab_prplname}

スカラー

{system}

システムの認証ブローカーのプリンシ
パル名を指定します。
（オプション）

CFG{vcs_ab_password}

スカラー

{system}

システムの認証ブローカーのパスワー
ドを指定します。
（オプション）

CFG{vcs_blobpath}
{system}

スカラー

システムの暗号化 BLOB ファイルのパ
スを指定します。
（オプション）

表 11-5 に、VCS ユーザーを設定するために必要な情報を指定する応答ファイル変数の
一覧を示します。
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表 11-5

VCS ユーザーの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_userenpw}

リスト

エンコードされた VCS ユーザーパス
ワードのリストです。
リストの値は「Administrators
Operators Guests」のように指定でき
ます。

メモ: vcs_userenpw リストの値の順序
は vcs_username リストの値の順序と
一致する必要があります。
（オプション）
CFG{vcs_username}

リスト

VCS ユーザー名のリストです。
（オプション）

リスト

CFG{vcs_userpriv}

VCS ユーザーの権限のリストです。

メモ: vcs_userpriv リストの値の順序
は vcs_username リストの値の順序と
一致する必要があります。
（オプション）

表 11-6 に、SMTP を使う VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
表 11-6

SMTP を使う VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtpserver}

スカラー

Web 通知で使う、ドメイン名を含んだ
SMTP サーバー名を定義します（例:
smtp.symantecexample.com）。
（オプション）

CFG{vcs_smtprecp}

リスト

SMTP 受信者の完全な電子メールア
ドレスのリストです（例:
user@symantecexample.com）。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_smtprsev}

リスト

SMTP 電子メール受信者が受け取る
メッセージの重要度レベルを定義しま
す（Information、Warning、Error、
SevereError）。重要度レベルの順序
は、SMTP 電子メール受信者のアドレ
スの順序と一致する必要があります。
（オプション）

表 11-7 に、SNMP を使う VCS 通知を設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
表 11-7

SNMP を使う VCS 通知の設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_snmpport}

スカラー

SNMP トラップ情報を送信するポート
を定義します（デフォルト = 162）。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcons}

リスト

SNMP コンソールシステム名のリストで
す。
（オプション）

CFG{vcs_snmpcsev}

リスト

SNMP コンソールが受け取るメッセー
ジの重要度レベルを定義します
（Information、Warning、Error、
SevereError）。重要度レベルの順序
は、SNMP コンソールシステム名の順
序と一致する必要があります。
（オプション）

表 11-8 に、VCS グローバルクラスタを設定するために必要な情報を指定する応答ファイ
ル変数の一覧を示します。
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表 11-8

VCS グローバルクラスタの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{vcs_gconic}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP の NIC を定義します。すべ
てのシステムで同じ NIC を使う場合
は、「all」をシステム値として入力でき
ます。

{system}

（オプション）
CFG{vcs_gcovip}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスを定義します。
（オプション）

CFG{vcs_gconetmask}

スカラー

グローバルクラスタオプションで使われ
る仮想 IP アドレスのネットマスクを定
義します。
（オプション）

VCS を設定するための応答ファイルのサンプル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.164 の 「VCS を設定するための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{at_rootdomain}="root¥@east.symantecexample.com";
$CFG{rootbroker}="east.symantecexample.com";
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{gco}=1;
$CFG{opt}{ha}=1;
$CFG{prod}="VCS51";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{vcs_clusterid}=13221;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vcs_csgnetmask}="255.255.255.0";
$CFG{vcs_csgnic}{all}="eth0";
$CFG{vcs_csgvip}="10.10.12.1";
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$CFG{vcs_gconetmask}="255.255.255.0";
$CFG{vcs_gcovip}="10.10.12.1";
$CFG{vcs_lltlink1}{galaxy}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink1}{nebula}="eth1";
$CFG{vcs_lltlink2}{galaxy}="eth2";
$CFG{vcs_lltlink2}{nebula}="eth2";

$CFG{vcs_securitymenuopt}=1;
$CFG{vcs_smtprecp}=[ qw(earnie@symantecexample.com) ];
$CFG{vcs_smtprsev}=[ qw(SevereError) ];
$CFG{vcs_smtpserver}="smtp.symantecexample.com";
$CFG{vcs_snmpcons}=[ qw(neptune) ];
$CFG{vcs_snmpcsev}=[ qw(SevereError) ];
$CFG{vcs_snmpport}=162;
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12
VCS の自動 I/O フェンシング
設定の実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数

■

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイル

応答ファイルを使った I/O フェンシングの設定
通常、I/O フェンシングの設定を実行した後にインストーラで生成される応答ファイルを
使って VCS の I/O フェンシングを設定できます。インストーラの -makeresponsefile オ
プションを使って応答ファイルを作成することもできます。
応答ファイルを使って I/O フェンシングを設定するには

1

VCS が設定されていることを確認します。

2

ディスクベースとサーバーベースのどちらの I/O フェンシングを設定するかどうかに
基づいて、準備タスクが完了したことを確認します。
p.89 の 「I/O フェンシング設定の計画について」 を参照してください。
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3

I/O フェンシングを設定するクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
p.175 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの例」 を
参照してください。
p.178 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイ
ル」 を参照してください。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.174 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」
を参照してください。
p.176 の 「サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変
数」 を参照してください。

5

応答ファイルをコピーしたシステムから設定を開始します。次に例を示します。
# /opt/VRTS/install/installvcs -responsefile /tmp/response_file

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

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
表 12-1 では、VCS にディスクベースの I/O フェンシングを設定するために必要な情報を
指定する応答ファイルの変数を示します。
表 12-1

ディスクベースの I/O フェンシングの設定に固有の応答ファイル変数

変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG{opt}{fencing}

スカラー

I/O フェンシングの設定を実行します。
（必須）

CFG{vxfen_config_fencing_option} スカラー

I/O フェンシングの設定モードを指定しま
す。
1 - Coordination Point Server ベー
スの I/O フェンシング
■ 2 - コーディネータディスクベースの I/O
フェンシング
■ 3 - 無効モード
■

（必須）
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変数

リスト/スカ
ラー

説明

CFG {vxfen_config
_fencing_mechanism}

スカラー

I/O フェンシングのメカニズムを指定しま
す。
（オプション）

CFG{vxfen_config_fencing_dg}

スカラー

I/O フェンシングのディスクグループを指定
します。
（オプション）

メモ: vxfen_config_fencing_dg 変数また
は vxfen_config_fencing_newdg_disks
変数を定義する必要があります。
CFG{vxfen_config
_fencing_newdg_disks}

リスト

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

メモ: vxfen_config_fencing_dg 変数また
は vxfen_config_fencing_newdg_disks
変数を定義する必要があります。

ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの例
ディスクベースの I/O フェンシングの応答ファイル変数とその定義を確認してください。
p.174 の 「ディスクベースの I/O フェンシングを設定するための応答ファイルの変数」 を参
照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS51";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=13221;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vxfen_config_fencing_dg}="fendg";
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$CFG{vxfen_config_fencing_mechanism}="dmp";
$CFG{vxfen_config_fencing_newdg_disks}=
[ qw(sdx sdy sdz) ];
$CFG{vxfen_config_fencing_option}=2;

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するための応
答ファイルの変数
応答ファイルを使って、サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングを設定で
きます。インストーラは応答ファイルを、次のタイプの I/O フェンシングの設定に使います。
■

クライアントのクラスタのフェンシング（サーバーベースの I/O フェンシング設定自体）
ユーザーに入力を求めるプロンプトが表示されずに、VCS クラスタにサーバーベース
のカスタマイズされた I/O フェンシングが設定されます。

■

すでにディスクグループが作成されているディスクベースのフェンシング
ユーザーに入力を求めるプロンプトが表示されずに、VCS クラスタにディスクベース
のモードのフェンシングが設定されます。
ディスクベースのフェンシングの設定は、コーディネーションポイントとして SCSI-3 ディ
スクだけが使われる設定です。
すでにディスクグループが作成されているディスクベースのフェンシングとは、コーディ
ネータディスクから成るディスクグループが VCS クラスタノードにすでに存在すること
を意味します。

■

ディスクグループを新しく作成するディスクベースのフェンシング
ユーザーの操作なしでディスクグループが作成され、 VCS クラスタのすべてのノード
でフェンシングが適切に設定されます。
ディスクグループを新しく作成するディスクベースのフェンシングとは、ディスクグルー
プが、まだ存在はしていないが、コーディネーションポイントとなるディスクを使って作
成される予定であることを意味します。

表 12-2 に、サーバーベースのカスタマイズされた I/O フェンシングに関連している応答
ファイルのフィールドを示します。
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表 12-2

サーバーベースの I/O フェンシング用応答ファイルの定義

応答ファイルのフィールド

定義

fencing_cpc_config_cpagent

コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使うかどうかに応じて、「1」または「0」を入力しま
す。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使わない場合は、「0」を入力します。
コーディネーションポイントのエージェントの設定にインス
トーラを使う場合は、「1」を入力します。

fencing_cpc_cpagentgrp

コーディネーションポイントのエージェントのリソースが含ま
れるサービスグループの名前。

メモ: fencing_cpc_config_cpagent フィールドに
値「0」が指定されている場合は、このフィールドは今は使
われません。
fencing_cpc_cps

CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名。

fencing_cpc_reusedg

この応答ファイルのフィールドは、カスタマイズされたフェ
ンシング（CP サーバーとコーディネータディスク）のフェン
シング設定に既存の DG 名を再利用するかどうかを示しま
す。
「1」または「0」のいずれかを入力します。
「1」を入力することは再利用することを示し、「0」を入力す
ることは再利用しないことを示します。
ミックスモードのフェンシング設定に既存の DG 名を再利
用する場合は、サイレントインストールを続ける前に、
「$CFG{fencing_cpc_reusedg}=0」または
「$CFG{fencing_cpc_reusedg}=1」といったテキスト行を
手動で追加する必要があります。

fencing_cpc_dgname

カスタマイズされたフェンシングで使われる、少なくとも 1
つのディスクが使われるディスクグループの名前。

fencing_cpc_diffab

この応答ファイルのフィールドは、CP サーバーと VCS クラ
スタが異なるルートブローカーを使うかどうかを示します。
「1」を入力することは、異なるルートブローカーを使うことを
示します。
「0」を入力することは、異なるルートブローカーを使わない
ことを示します。

fencing_cpc_disks

存在する場合は、コーディネーションポイントとして使われ
るディスク。
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応答ファイルのフィールド

定義

fencing_cpc_ncps

CP サーバーとディスクの両方を含む、使用するコーディ
ネーションポイントの合計数。

fencing_cpc_ndisks

使用するディスクの数。

fencing_cpc_ports

cps で示される、CP サーバーのポート。

fencing_cpc_ccab

VCS クラスタノードのいずれか 1 つの認証ブローカー（AB）
の名前。

fencing_cpc_cpsabport

前述の認証ブローカー（AB）が認証の応答を準備するポー
ト。

fencing_cpc_ccabport

前述の認証ブローカー（AB）が認証の応答を準備するポー
ト。

fencing_cpc_mechanism

カスタマイズされたフェンシングによって使われるディスク
のメカニズム。
このフィールドの値は「raw」または「dmp」です。

fencing_cpc_cpsab

CP サーバーのいずれか 1 つの認証ブローカー（AB）の名
前。

fencing_cpc_security

このフィールドはセキュリティが有効かどうか示します。
「1」を入力することは、セキュリティが有効であることを示し
ます。「0」を入力することは、セキュリティが有効になって
いないことを示します。

サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサ
ンプル応答ファイル
サーバーベースの I/O フェンシングで使われるサンプル応答ファイルを次に示します。
$CFG{fencing_cpc_config_cpagent}=0;
$CFG{fencing_cpc_cps}=[ qw(10.200.117.145) ];
$CFG{fencing_cpc_dgname}="vxfencoorddg";
$CFG{fencing_cpc_diffab}=0;
$CFG{fencing_cpc_disks}=[ qw(emc_clariion0_37 emc_clariion0_13) ];
$CFG{fencing_cpc_mechanism}="raw";
$CFG{fencing_cpc_ncps}=3;
$CFG{fencing_cpc_ndisks}=2;
$CFG{fencing_cpc_ports}{"10.200.117.145"}=14250;
$CFG{fencing_cpc_reusedg}=1;

第 12 章 VCS の自動 I/O フェンシング設定の実行
サーバーベースの I/O フェンシングを設定するためのサンプル応答ファイル

$CFG{fencing_cpc_security}=1;
$CFG{opt}{configure}=1;
$CFG{opt}{fencing}=1;
$CFG{prod}="VCS51";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
$CFG{vcs_clusterid}=1256;
$CFG{vcs_clustername}="clus1";
$CFG{vxfen_config_fencing_option}=1;
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第13章 インストール前タスクの実行
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第14章 VCS の手動インストール

■

第15章 VCS の手動設定

■

第16章 データ整合性のためのクラスタの手動設定
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13
インストール前タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

手動インストールの準備

■

VCS インストールの必要条件

手動インストールの準備
インストールを始める前に、スーパーユーザーとしてログインします。ディスクをマウントし、
便宜のためローカルの一時的な場所にファイルをコピーします。各オペレーティングシス
テムごとにディスクは独立しており、各ディスクには同一のディレクトリ構造があります。
インストールを準備するには

1

スーパーユーザーとしてログインします。

2

適切なディスクをマウントします。
p.60 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

3

ファイルをシステム上の一時的な場所にコピーします。
# cp -r pkgs/* /tmp/install

VCS インストールの必要条件
インストールする前に必要条件を見直します。
p.31 の 「VCS インストールの必要条件」 を参照してください。
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14
VCS の手動インストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS の手動インストールについて

■

VCS ソフトウェアの手動によるインストール

■

Kickstart を使った VCS のインストール

VCS の手動インストールについて
installvcs プログラムを使わずに、VCS を手動でインストールおよび設定できます。
手動インストールには、多くの時間、忍耐、注意が必要になります。できるだけ手動インス
トールではなく、installvcs プログラムを使うことをお勧めします。

VCS ソフトウェアの手動によるインストール
表 14-1 に、手動で VCS 5.1 のインストールと設定を行うときに実行する必要があるタスク
の一覧を示します。
表 14-1

VCS 5.1 の手動インストールタスク

タスク

参照

クラスタ内の各ノードで VCS
ソフトウェアを手動でインス
トールする

p.187 の 「手動インストールにおける VCS RPM のインストール」 を
参照してください。

ライセンスキーを追加する

p.189 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照
してください。

各ノードにインストールガイド p.191 の 「各ノードへのインストールガイドのコピー」 を参照してくだ
をコピーする
さい。
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タスク

参照

LLT と GAB を設定する

■

VCS を設定する

p.200 の 「VCS の設定」 を参照してください。

p.197 の 「手動インストールのための LLT の設定」 を参照してく
ださい。
■ p.200 の 「手動インストールのための GAB の設定」 を参照して
ください。

LLT、GAB、VCS サービスを p.202 の 「手動インストールのための LLT、GAB、VCS の起動」 を
起動する
参照してください。
VCS 設定を変更する

p.204 の 「VCS 設定の変更」 を参照してください。

デモライセンスから永続ライセ p.190 の 「手動インストールの場合の VCS デモライセンスから永続
ンスに更新する
ライセンスへの更新」 を参照してください。

VCS RPM のリストの表示
VCS のインストール時に、インストールする VCS RPM を選択するためのオプションを入
力するように求めるメッセージが表示されます。インストーラのコマンドラインオプションを
使って、それぞれのオプションでインストールされる RPM のリストを表示できます。
製品を手動でインストールまたはアップグレードする場合は、指定の順序で RPM をイン
ストールする必要があります。たとえば、様々な製品依存関係のため、他の RPM の前に
インストールする必要のある RPM があります。次のインストーラコマンドオプションでは、
これらの RPM が、インストールしなければならない順序で一覧表示されます。
表 14-2 に、VCS RPM のインストールオプションと、RPM のリストを表示するための対応
するコマンドを示します。
VCS RPM を表示するためのインストーラコマンドオプション

表 14-2
オプショ 説明
ン

RPM のリストを表示するコ
マンドオプション

1

製品の基本機能を提供する必要最小限の VCS RPM installvcs -minpkgs
のみをインストールします。

2

製品のすべて機能を提供する推奨 VCS RPM をイン installvcs -recpkgs
ストールします。このオプションでは、オプションの VCS
RPM はインストールされません。

3

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

installvcs -allpkgs
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VCS RPM のリストを表示するには

1

installvcs プログラムを起動できるディレクトリに移動します。
# cd cluster_server

2

次のコマンドを実行して RPM のリストを表示します。どの RPM をインストールする
かに基づいて、該当するコマンドオプションを入力します。
# ./installvcs -minpkgs

または
# ./installvcs -recpkgs

または
# ./installvcs -allpkgs

手動インストールにおける VCS RPM のインストール
すべての RPM が /opt ディレクトリにインストールされます。
インストールする RPM のリストを作成できます。
p.186 の 「VCS RPM のリストの表示」 を参照してください。
これらのファイルを /tmp/install にコピーした場合は、ディレクトリに移動して、各システ
ムで次の手順を実行します。
ノード上で VCS RPM をインストールするには
◆

次に示す順序で、RPM をインストールします。すでにシステムにインストールされて
いる RPM はインストールしません。オペレーティングシステムの配布およびアーキ
テクチャには特に注意します。
■

RHEL5
# rpm -i VRTSvlic-3.02.51.0000-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSperl-5.10.0.7-RHEL5.3.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSspt-5.5.00.0-GA.noarch.rpm
# rpm -i VRTSllt-5.1.00.00-GA_RHEL5.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSgab-5.1.00.00-GA_RHEL5.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvxfen-5.1.00.00-GA_RHEL5.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvcs-5.1.00.00-GA_RHEL5.i686.rpm
# rpm -i VRTScps-5.1.00.00-GA_RHEL5.i686.rpm
# rpm -i VRTSvcsag-5.1.00.00-GA_RHEL5.i686.rpm
# rpm -i VRTSvcsdr-5.1.00.00-GA_RHEL5.x86_64.rpm
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# rpm -i VRTScutil-5.1.00.00-GA_GENERIC.noarch.rpm
# rpm -i VRTSatClient-5.0.31.0-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSatServer-5.0.31.0-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvcsea-5.1.00.00-GA_RHEL5.i686.rpm
■

SLES10
# rpm -i VRTSvlic-3.02.51.0000-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSperl-5.10.0.7-SLES10.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSspt-5.5.00.0-GA.noarch.rpm
# rpm -i VRTSllt-5.1.00.00-GA_SLES10.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSgab-5.1.00.00-GA_SLES10.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvxfen-5.1.00.00-GA_SLES10.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvcs-5.1.00.00-GA_SLES10.i586.rpm
# rpm -i VRTScps-5.1.00.00-GA_SLES10.i686.rpm
# rpm -i VRTSvcsag-5.1.00.00-GA_SLES10.i586.rpm
# rpm -i VRTSvcsdr-5.1.00.00-GA_SLES10.x86_64.rpm
# rpm -i VRTScutil-5.1.00.00-GA_GENERIC.noarch.rpm
# rpm -i VRTSatClient-5.0.31.0-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSatServer-5.0.31.0-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvcsea-5.1.00.00-GA_SLES10.i586.rpm

■

SLES11
# rpm -i VRTSvlic-3.02.51.0000-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSperl-5.10.0.5-SLES11.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSspt-5.5.00.0-GA.noarch.rpm
# rpm -i VRTSllt-5.1.00.00-GA_SLES11.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSgab-5.1.00.00-GA_SLES11.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvxfen-5.1.00.00-GA_SLES11.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvcs-5.1.00.00-GA_SLES11.i686.rpm
# rpm -i VRTScps-5.1.00.00-GA_SLES11.i686.rpm
# rpm -i VRTSvcsag-5.1.00.00-GA_SLES11.i686.rpm
# rpm -i VRTSvcsdr-5.1.00.00-GA_SLES11.x86_64.rpm
# rpm -i VRTScutil-5.1.00.00-GA_GENERIC.noarch.rpm
# rpm -i VRTSatClient-5.0.31.0-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSatServer-5.0.31.0-0.x86_64.rpm
# rpm -i VRTSvcsea-5.1.00.00-GA_SLES11.i686.rpm

p.343 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
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手動インストールのためのライセンスキーの追加
VCS ライセンスキーを追加するか、または VCS 用のキーレスライセンス付与を使用でき
ます。
p.189 の 「キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更」 を参照してください。
各クラスタノードにすべての RPM をインストールしたら、vxlicinst コマンドを実行して、
各システムに VCS ライセンスキーを追加します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicinst -k XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX

キーレスライセンス付与の製品レベルの設定または変更
キーレスライセンス付与方法では、製品レベルによって、ライセンスが交付される Veritas
製品と機能を決定します。キーレスライセンス付与を使うためには、システムを管理する
ための管理サーバーを設定する必要があります。
管理サーバーとそのダウンロードについて詳しくは、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/vom
製品のライセンスレベルを初めて設定するときは、そのシステムのキーレスライセンス付
与を有効にします。製品インストーラでインストールする場合にキーレスオプションを選択
すると、ライセンスを交付する製品と機能のレベルを選択するように求めるメッセージが表
示されます。
インストール後、ライセンスを交付する機能と製品を反映するために、製品のライセンスレ
ベルをいつでも変更できます。製品レベルを設定するときは、その機能のライセンスを有
することに同意します。
製品レベルを設定または変更するには

1

現在の製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless [-v] display

2

使用可能な製品レベルの設定を表示します。
# vxkeyless displayall

3

目的の製品レベルに設定します。
# vxkeyless [-q] set prod_levels

prod_levels は、手順 2 で表示されたキーワードのカンマ区切りのリストです。
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キーレスライセンス付与を削除してキーを入力する場合は、キーレスライセンスを消去す
る必要があります。システムからすべてのキーを消去するには、NONE キーワードを使い
ます。
警告: キーを消去すると、新しいキーをインストールするか、または新しい製品レベルを設
定するまで、Veritas 製品は無効になります。
製品のライセンスレベルを消去するには

1

現在の製品ライセンスレベルの設定を表示します。
# vxkeyless [-v] display

2

キーレスライセンスがインストールされている場合は、すべてのキーレスライセンスを
削除します。
# vxkeyless [-q] set NONE

vxkeyless ユーティリティの使用について詳しくは、vxkeyless(1m) のマニュアルペー

ジを参照してください。

システムに手動インストールするためのライセンス情報の確認
vxlicrep ユーティリティを使って、システムの Veritas ライセンス情報をすべて表示しま

す。次のように実行します。
# cd /opt/VRTS/bin
# ./vxlicrep

出力から次の情報を確認できます。
■

ライセンスキー

■

ライセンスの種類

■

適用対象の製品

■

有効期限（ある場合）
デモキーには有効期限があります。パーマネントキーとサイトキーには有効期限はあ
りません。

手動インストールの場合の VCS デモライセンスから永続ライセン
スへの更新
VCS デモキーライセンスの有効期限が切れた場合、vxlicinst プログラムを使って永続
ライセンスに更新できます。
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p.123 の 「ライセンス情報の確認方法」 を参照してください。

各ノードへのインストールガイドのコピー
VCS をインストールした後、参照できるように、この PDF 版マニュアルをインストールディ
スク（cluster_server/docs/vcs_install.pdf）から各ノードの /opt/VRTS/docs にコピー
することをお勧めします。

Kickstart を使った VCS のインストール
以下の Kickstart を使ったインストールの説明では、Kickstart プロシージャの知識があ
ることを前提としています。詳しくは、オペレーティングシステムに付属の Kickstart のマ
ニュアルを参照してください。Kickstart は Red Hat Enterprise Linux (RHEL) でのみ
サポートされます。したがって、リリース 5.1 では、Kickstart を使って Veritas 製品の
RPM をインストールする方法は RHEL でのみ利用できます。
Kickstart では Veritas 製品の新規インストールのみがサポートされます。アップグレー
ドはサポートされていません。
次の手順はスタンドアロン構成を前提とします。

Kickstart について
Kickstart 機能は、Red Hat Linux オペレーティングシステムで使用できるオペレーティ
ングシステムの自動インストール方法です。Red Hat Linux のすべての基本的なインス
トールには基本構成が必要です。Kickstart 機能により、システム管理者は、事前定義
済みのカスタマイズされた設定に基づいてシステムを自動的にインストールできます。
Kickstart の自動インストールの利点
■

インストールが単純化される

■

マニュアル CD/DVD ROM または askmethod タイプのインストールより高速にインス
トールされる

■

無人インストールが可能

■

管理者が企業全体のシステムを同じ方法で設定できる

Kickstart インストール操作の概略
手順について詳しくは、オペレーティングシステムに付属の Kickstart のマニュアルを参
照してください。次の手順では概要のみを説明します。
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Kickstart サーバーに Veritas パッケージをインストールするには

1

Red Hat Linux の Kickstart インストールサーバーを作成します。

2

Kickstart インストールサーバーに Veritas rpm ファイルをコピーします。
インストールの関連パッケージを含むサブディレクトリを書き留めます。

3

Veritas 製品用の Kickstart インストールスクリプトを作成します。
Veritas 製品のインストーラにより、Kickstart スクリプトを生成するためのオプション
が提供されます。必要なインストールサーバー情報が含まれるように、生成されたス
クリプトを修正します。

4

Veritas Kickstart スクリプトを含む Kickstart 設定ファイルを作成します。

5

カスタマイズした Kickstart 設定ファイルを使って Kickstart インストールを実行し
て、ターゲットシステムに Red Hat Enterprise Linux と Veritas 製品をインストール
します。

6

Veritas ソフトウェアを設定します。

シマンテック製品の NFS エクスポートの場所の設定RPM
シマンテック製品RPMの NFS エクスポートの場所を設定するには

1

Kickstart クライアントがアクセスできる NFS エクスポートの場所を設定します。

2

VRTS RPM をインストールメディアの rpms ディレクトリから NFS の場所にコピーし
ます。

3

生成された製品スタックの installprod スクリプトおよび uninstallprod スクリプトを、
同じ NFS の場所にコピーします。

インストール/NFS サーバーへの rpms のコピー
rpms をインストールするには、インストールサーバーに Veritas rpm ファイルをコピーす
る必要があります。この手順は、Kickstart を使ってインストールするときのみ必要になり
ます。
rpms をコピーするには

1

Veritas ソフトウェアディスクをロードし、マウントします。
# mount /mnt/cdrom

2

インストール用の一時ディレクトリを作成します。
# mkdir /path/to/rpms_and_scripts
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rpms をソフトウェアディスクから一時ディレクトリにコピーします。
# cp -rp /mnt/cdrom/rhel5_x86_64/rpms/* /path/to/rpms_and_scripts

4

パッケージの場合はこのディレクトリパスを使い、手動インストール手順の場合は
Veritas スクリプトファイルを使います。
/path/to/rpms_and_scripts ディレクトリが NFS エクスポートされていて、NFS ク

ライアントからアクセス可能であることを確認してください。

Veritas Kickstart スクリプトファイルの作成
rpms をインストールする処理は、Kickstart サーバーで使えるスクリプトでコード化する
必要があります。 次の手順を使って、Veritas Kickstart スクリプトを作成します。
Veritas Kickstart スクリプトファイルを作成するには

1

Veritas Kickstart スクリプトファイルの一時ディレクトリを作成します。
# mkdir -p /tmp/kickstart

2

Veritas ソフトウェアディスクに移動します。
# cd /mnt/cdrom/rhel5_x86_64
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3

拡張子が .ks の Kickstart 設定ファイルを生成します。 -kickstart オプションを
指定してインストーラを実行し、インストールを予定している Veritas 製品のサンプ
ルの Kickstart スクリプトを作成します。 コマンドの形式は次のとおりです。
# ./installprod -kickstart dir_path

たとえば、Veritas Cluster Server のサンプルファイルを作成するには
# cd cluster_server
# ./installvcs -kickstart dir_path

dir_path は finish ファイルを作成するディレクトリのパスを示します。 この例では、
dir_path は /tmp/kickstart であり、上のコマンドの出力は、/tmp/kickstart
に kickstart_vcs51.ks、installvcs、uninstallvcs という 3 つの Veritas スクリプト
ファイルを生成します。

4

Veritas Kickstart スクリプトファイル（kickstart_vcs51.ks）を、インストールサーバー
の名前とファイルの場所を含むように修正します。
BUILDSRC= で始まる行を、次のように編集します。
BUILDSRC="hostname_or_ip:/path/to/rpms_and_scripts"

ここで、hostname_or_ip はインストール/NFS サーバーのホスト名または IP アドレ
スです。

Kickstart 設定ファイルの作成と修正
Kickstart 設定ファイルの作成と修正について詳しくは、オペレーティングシステムのマ
ニュアルを参照してください。次の手順では、Veritas ソフトウェアの必要条件について
説明します。
Kickstart 設定ファイルを修正するには

1

Kickstart 設定ファイルの BUILDSRC 変数を変更して、変数が実際の NFS の場所
を指すようにします。

2

Append the modified contents of the Kickstart configuration file (for example
kickstart_vcs51.ks) to the main RHEL operating system ks.cfg file.

Kickstart プロセスの完了
ターゲットシステムへの Kickstart インストールを実行します。次の手順は、プロセスの概
要を示しています。Kickstart インストールプロセスの詳しい手順は、このマニュアルでは
説明していません。詳しくは Red Hat Linux のマニュアルを参照してください。
Kickstart プロセスでは、Red Hat Linux をインストールし、Veritas の rpm をインストー
ルします。
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Kickstart プロセスを完了するには

1

RHEL オペレーティングシステムの Kickstart インストールを開始します。
Kickstart ベースのインストールについては、オペレーティングシステムのマニュア
ルを参照してください。

2

オペレーティングシステムのインストールが完了したら、ファイル
/var/tmp/kickstart.log で、VRTS RPMと CPI スクリプトのインストールに関連
するエラーがないかどうかを確認します。すべてのRPMがインストールされたかどう
かも確認します。次のコマンドを入力します。
# rpm -qa | grep -i vrts

3

問題またはエラーが見つからない場合は、製品メディアにあるインストーラスクリプト
を使って製品スタックを設定します。

4

設定されたすべての LLT リンクと GAB ポートが正常に起動したことを確認します。

5

ノードがセキュアモードで設定されている場合は、VxSS サービスグループの状態を
確認します。
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15
VCS の手動設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

手動インストールのための LLT の設定

■

手動インストールのための GAB の設定

■

VCS の設定

■

手動インストールのための LLT、GAB、VCS の起動

■

VCS 設定の変更

手動インストールのための LLT の設定
VCS ではすべてのクラスタ通信に、IP スタックに代わる高性能で低遅延のプロトコルとし
て LLT（Low Latency Transport）を使用します。LLT には次の 2 つの機能があります。
それは次のタスクを処理します。
■

トラフィック分散

■

ハートビートのトラフィック

LLT を設定するには、クラスタの各ノードで次の手順を実行します。
■

/etc/llthosts ファイルを設定します。
p.198 の 「手動インストールのための /etc/llthosts の設定」 を参照してください。

■

/etc/llttab ファイルを設定します。
p.198 の 「手動インストールのための /etc/llttab の設定」 を参照してください。

■

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、LLT_START と LLT_STOP 環境変数の
値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/llt
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手動インストールのための /etc/llthosts の設定
ファイル llthosts(4) はデータベースです。システムごとに 1 つのエントリがあり、LLT の
システム ID（1 列目）と LLT ホスト名を関連付けています。このファイルの内容がクラスタ
内のすべてのノードで同一であることを確認する必要があります。ファイルの内容に不一
致があると、クラスタ内で予測できない動作が発生する可能性があります。
vi などのエディタを使って、次のようなエントリを含むファイル /etc/llthosts を作成しま
す。
0 galaxy
1 nebula

手動インストールのための /etc/llttab の設定
/etc/llttab ファイルでは、システム ID（またはノード名）、システムのクラスタ ID、および
システムに対応するネットワークリンクを指定する必要があります。また、そのファイルに
よってその他のパラメータも設定できます。また、/opt/VRTSllt にあるサンプルファイル
sample_llttab も参照してください。
p.198 の 「手動インストールのための LLT パラメータ」 を参照してください。
vi などのテキストエディタを使用して、次のようなエントリを含む /etc/llttab ファイルを作
成します。
set-node node name
set-cluster cluster_id
link eth1 eth-MAC_address - ether - link eth2 eth-MAC_address - ether - -

最初の行は、ファイルが存在するシステムを識別するためのパラメータです。 例では、
set-node の値は、galaxy、0、ファイル名 /etc/nodename です。 ファイルにはシステム
の名前（この例では galaxy）が含まれている必要があります。その次の、link コマンドで
始まる 2 行は、LLT プロトコルが使う 2 枚のプライベートネットワークカードを定義してい
ます。 パラメータの順序は、/opt/VRTSllt にある sample-llttab ファイルと同様にする必
要があります。

手動インストールのための LLT パラメータ
LLT パラメータについて詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してください。
表 15-1 に、手動インストールのための LLT のパラメータを示します。
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表 15-1

LLT パラメータ

パラメータ

説明

set-node

システム ID または識別名を定義します。システム ID は、クラスタ内
の各システムで一意である必要があり、0 から 31 までの範囲の値が
使えます。識別名は、/etc/llthosts ファイルに定義されているシステ
ム ID と対応している必要があります。
複数のシステムで同じ ID を設定している場合は、LLT は動作しませ
ん。

link

LLT とネットワークインターフェースをリンクさせます。少なくとも 1 つ
のリンクを指定する必要があります。最大 8 リンクまで指定できます。
link の最初の引数は、ユーザー定義のタグで、LLT リンクを識別す
るために lltstat（1M）コマンドで出力されます。また、この引数は、
llttab でオプションの固定 MAC アドレスを設定するためにも使わ
れます。
link の 2 番目の引数には、使用するネットワークインターフェースを
指定します。結合または vlan インターフェースの場合は、インター
フェース名を使います。標準的なネットワークインターフェースでは、
eth-mac を使って対応するネットワークインターフェースを指定する
ことを推奨します。
残りの 4 つの引数はデフォルト設定としてそのまま使います。これら
は、拡張設定を行うときにのみ変更します。プライベートネットワーク
で使うネットワークインターフェースごとに 1 つの link パラメータが必
要です。LLT は、通常のシステムでは、未登録のイーサネット SAP
0xCAFE を使います。この SAP が受け入れられないときは、SAP の
カスタマイズ方法について、llttab（4）のマニュアルページを参照
してください。LLT は IP アドレスを使わないため、IP アドレスをネット
ワークデバイスに割り当てる必要はありません。

set-cluster

一意のクラスタ ID を割り当てます。このパラメータは、複数のクラスタ
が同じ物理ネットワーク上に存在するときに使います。デフォルト値は
0 のため、このパラメータをユーザーが設定しない場合には、すべて
のクラスタのクラスタ ID は 0 になります。

link-lowpri

このパラメータは、パブリックネットワークインターフェースで link の
代わりに使います。このパラメータで指定されたパブリックネットワーク
は、ハートビート用ネットワークリンクとしてパブリックネットワークが最
後のリンクとなるまで、VCS のハートビート通信として使われません。
なお、LLT はすべての利用可能なネットワーク接続に均等にネット
ワークトラフィックを配布します。VCS のシステム間通信を可能にし、
さらに、それぞれのネットワークコネクションを監視するためのハート
ビートをブロードキャストします。

LLT パラメータについて詳しくは llttab（4）のマニュアルページを参照してください。
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手動インストールにおける LLT に関するその他の注意事項
LLT に設定した各ネットワークインターフェースは、別々の物理ネットワークに接続してく
ださい。

手動インストールのための GAB の設定
VCS はクラスタメンバーシップと信頼性が高いクラスタ通信のための GAB（Group Atomic
Broadcast）のプロトコルを使います。GAB には次の 2 つの機能があります。
それは次のタスクを処理します。
■

クラスタメンバーシップ

■

クラスタ通信

GAB を設定するには

1

vi などのエディタを使ってクラスタの各ノードの /etc/gabtab 設定ファイルを設定し
ます。次に、/etc/gabtab ファイルの例を示します。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションは使用するドライバを設定します。-n N のオプションは、少なくとも N

台のシステムがクラスタを形成する準備ができるまでクラスタが形成されないことを指
定します。N はクラスタのシステムの合計数に設定することを推奨します。
警告: /sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧めしません。
-c -x を使うと、スプリットブレイン状態が発生する可能性があります。

2

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、GAB_START と GAB_STOP 環境変数
の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/gab

VCS の設定
VCS の設定には、クラスタ内の各システムで types.cf ファイルと main.cf ファイルが必要
です。どちらのファイルも、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリにあります。
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main.cf ファイル

types.cf ファイル

main.cf 設定ファイルには、最小限、次の項目が定義されている必要があり
ます。
■

「include」文 - 付属エージェントリソースを定義しているファイル types.cf
を指定

■

クラスタ名

■

クラスタを構成するシステムの名前

main.cf の「include」文で types.cf ファイルが参照されることに注意してく
ださい。このテキストファイルには VCS の付属エージェントのリソースが記述
されます。新規インストール時に、types.cf ファイル
は、/etc/VRTSvcs/conf/config ディレクトリに自動的にコピーされます。

VCS を手動でインストールした場合は、/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルに
は次の記述しかありません。
include "types.cf"

main.cf ファイルについて、またその編集と確認方法について詳しくは、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
VCS を手動で設定するには

1

root ユーザーでログオンして、設定ファイルが格納されているディレクトリに移動し
ます。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config

2

vi またはその他のテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集し、クラスタ名と
システム名を定義します。次の例を参照してください。
次に 2 ノードクラスタの main.cf の例を示します。
include "types.cf"
cluster VCSCluster2 ( )
system galaxy ( )
system nebula ( )

次にシングルノードクラスタの main.cf の例を示します。
include "types.cf"
cluster VCSCluster1 ( )
system sn1
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3

main.cf ファイルを保存して閉じます。

4

クラスタの各ノードで次のファイルを編集し、VCS_START と VCS_STOP 環境変数
の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/vcs

クラスタを手動で作成する場合のクラスタ UUID の設定
クラスタを手動で作成するときは、クラスタ UUID を設定する必要があります。
クラスタを手動で作成するときにクラスタ UUID を設定するには
◆

クラスタの 1 つのノードで、次のコマンドを実行してクラスタの各ノードにクラスタ UUID
を設定します。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -configure nodeA
nodeB ... nodeN

ここで、nodeA、nodeB から nodeN は、クラスタノードの名前です。

手動インストールのための LLT、GAB、VCS の起動
LLT、GAB、VCS を起動します。
LLT を起動するには
◆

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/llt start

各ノードで LLT が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
Loading LLT Driver...
Starting LLT...
Starting LLT done.

p.283 の 「LLT の検証方法」 を参照してください。
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GAB を起動するには
◆

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/gab start

各ノードで GAB が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
GAB: Starting
GAB: Starting Done

p.286 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。
VCS を起動するには
◆

各ノードで、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/vcs start

各ノードで VCS が正しく設定されていれば、次のようなメッセージがコンソールに出
力されます。
VCS NOTICE V-16-1-10619 ‘HAD’ starting on: galaxy
VCS NOTICE V-16-1-10620 Waiting for local cluster configuration
status
VCS NOTICE V-16-1-10625 Local cluster configuration valid
VCS NOTICE V-16-1-11034 Registering for cluster membership
VCS NOTICE V-16-1-11035 Waiting for cluster membership
GAB INFO V-15-1-20036 Port h gen
265f06 membership ;1
GAB INFO V-15-1-20038 Port h gen
265f06 k_jeopardy 0
GAB INFO V-15-1-20040 Port h gen
265f06
visible 0
VCS INFO V-16-1-10077 Received new cluster membership
VCS NOTICE V-16-1-10082 System (galaxy) is in Regular Membership
- Membership: 0x2
VCS NOTICE V-16-1-10073 Building from local configuration
VCS NOTICE V-16-1-10066 Entering RUNNING state
GAB INFO V-15-1-20036 Port h gen
265f07 membership 01
VCS INFO V-16-1-10077 Received new cluster membership
VCS NOTICE V-16-1-10082 System (nebula) is in Regular Membership
- Membership: 0x3

p.288 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。
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VCS 設定の変更
VCS を正常にインストールした後、VCS の設定を様々な方法で変更することが可能で
す。コマンドライン、Veritas Cluster Server Management Console、Cluster Manager
（Java コンソール）を使って、設定を動的に変更できます。管理ツールについて詳しくは
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
main.cf ファイルを直接編集することもできます。main.cf ファイルの構造について詳しく
は『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

ClusterService グループの設定
VCS をインストールし、LLT、GAB、VCS の動作を確認したら、オプション機能を含むサー
ビスグループを作成できます。これらの機能には、VCS の通知コンポーネント、グローバ
ルクラスタオプションなどがあります。VCS をクラスタシステムに手動で追加した場合は、
ClusterService グループを手動で作成する必要があります。このマニュアルには、
ClusterService グループを含むシステムの設定例が参照用に用意されています。
p.277 の 「VCS クラスタの main.cf ファイルの例」 を参照してください。

16
データ整合性のためのクラ
スタの手動設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定

■

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

ディスクベースの I/O フェンシングの手動設定
I/O フェンシングの設定に含まれるタスクには次があります。
表 16-1

I/O フェンシングを手動設定するタスク

アクション

説明

VxVM ディスクとしてのディスクの p.127 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照し
初期化
てください。
コーディネータディスクとして使う p.206 の 「コーディネータディスクとして使うディスクの特定」 を
ディスクの特定
参照してください。
I/O フェンシング用の共有ディス
クの確認

p.130 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照し
てください。

コーディネータディスクグループ
の設定

p.206 の 「コーディネータディスクグループの設定」 を参照して
ください。

I/O フェンシングの設定ファイルの p.207 の 「I/O フェンシングの設定ファイルの作成」 を参照して
作成
ください。
I/O フェンシングを使うための VCS p.208 の 「I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正」 を
設定の修正
参照してください。
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アクション

説明

コーディネーションポイントを監視 p.218 の 「コーディネーションポイントを監視するためのコーディ
するためのコーディネーションポ ネーションポイントエージェントの設定」 を参照してください。
イントエージェントの設定
I/O フェンシング設定の確認

p.209 の 「I/O フェンシング設定の確認」 を参照してください。

コーディネータディスクとして使うディスクの特定
ディスクを追加して初期化した後、コーディネータディスクとして使うディスクを特定しま
す。
p.127 の 「VxVM ディスクとしてのディスクの初期化」 を参照してください。
コーディネータディスクを特定するには

1

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

2

コーディネータディスクとして使う SCSI-3 PR 互換共有ディスクを 3 つ選択します。
p.130 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確認」 を参照してください。

コーディネータディスクグループの設定
1 つのノードで、vxfencoorddg という名前のディスクグループを作成します。このグルー
プには、3 つのディスクまたは LUN を配置する必要があります。コーディネータディスク
グループのコーディネータ属性も設定する必要があります。VxVM は、この属性を使っ
て、コーディネータディスクが他のディスクグループに再度割り当てられるのを防止しま
す。
コーディネータディスクグループを通常のディスクグループとして作成する場合は、コー
ディネータ属性を Volume Manager でオンにできます。
ディスクグループの作成方法について詳しくは、『Veritas Volume Manager 管理者ガ
イド』を参照してください。
次の手順の例では、各ディスクのデバイス名を sdx、sdy、sdz とします。
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vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

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

2

コーディネータディスクグループに対して、coordinator 属性の値を "on" に設定し
ます。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

3

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

4

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

5

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

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

I/O フェンシングの設定ファイル /etc/vxfendg を作成する。

■

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

I/O フェンシングファイルを更新して I/O フェンシングを開始するには

1

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

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

2

すべてのクラスタノードで、SCSI-3 機構に応じて、次のいずれかのコマンドを実行し
ます。
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■

DMP 設定の場合
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_dmp /etc/vxfenmode

■

RAW デバイス設定の場合
# cp /etc/vxfen.d/vxfenmode_scsi3_raw /etc/vxfenmode

3

更新された /etc/vxfenmode 設定を調べるためには、いずれかのノードで次のコマ
ンドを入力します。次に例を示します。
# more /etc/vxfenmode

4

クラスタ内の各ノードで次のファイルを編集し、環境変数 VXFEN_START と
VXFEN_STOP の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/vxfen

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正
コーディネータディスクの追加と I/O フェンシングの設定が終了したら、VCS 設定ファイ
ル /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf に UseFence = SCSI3 クラスタ属性を追加しま
す。この属性を UseFence = None にリセットすると、VCS はサービスグループのフェー
ルオーバー中に I/O フェンシング機能を使いません。ただし、I/O フェンシングは、それ
ぞれ無効にする必要があります。
I/O フェンシングを有効にするように VCS 設定を修正するには

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all

3

I/O フェンシングドライバ vxfen がすでに実行中の場合は停止します。
# /etc/init.d/vxfen stop

4

main.cf ファイルのバックアップコピーを作成します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# cp main.cf main.orig
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5

1 つのノードで、vi などのテキストエディタを使って main.cf ファイルを編集します。
クラスタ属性の一覧を変更するには、UseFence 属性を追加し、その値に SCSI3 を
割り当てます。
cluster clus1(
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

6

ファイルを保存して閉じます。

7

/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルの構文を検証します。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config

8

rcp または他のユーティリティを使って、VCS 設定ファイルを galaxy などのノードか
ら残りのクラスタノードにコピーします。
たとえば、残りの各ノードで、次のように入力します。
# rcp galaxy:/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config

9

I/O フェンシングドライバと VCS を起動します。各ノードで次の手順を実行します。
■

I/O フェンシングドライバを起動します。
この vxfen 起動スクリプトは、vxfenconfig コマンドも呼び出します。このコマン
ドは、/etc/vxfentab に記述されたコーディネータディスクを起動して使用できる
ように vxfen ドライバを設定します。
# /etc/init.d/vxfen start

■

VCS を起動します。
# /opt/VRTS/bin/hastart

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

ノードで、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -d
I/O Fencing Cluster Information:
================================
Fencing Protocol Version: 201
Fencing Mode: SCSI3
Fencing SCSI3 Disk Policy: dmp
Cluster Members:
* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定には、次のタスクが含まれます。
表 16-2
アクション

サーバーベースの I/O フェンシングを手動設定するタスク
説明

CP サーバーを VCS クラスタで使 p.210 の 「CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動
用するための準備
による準備」 を参照してください。
サーバーベースの I/O フェンシン p.214 の 「VCS クラスタ上での手動によるサーバーベースのフェ
グを設定するための I/O フェンシ ンシングの設定」 を参照してください。
ングの設定ファイルの修正
コーディネーションポイントを監視 p.218 の 「コーディネーションポイントを監視するためのコーディ
するためのコーディネーションポ ネーションポイントエージェントの設定」 を参照してください。
イントエージェントの設定
サーバーベースの I/O フェンシン p.219 の 「サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証」
グの設定の確認
を参照してください。

CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動による準備
CP サーバーを VCS クラスタまたはクラスタで使用するよう手動で準備するには、この手
順を使います。
表 16-3 には、この手順で使われるサンプル値を示します。
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表 16-3

手順のサンプル値

CP サーバーの設定コンポーネント

サンプル名

CP サーバー

mycps1.symantecexample.com

ノード #1 - VCS クラスタ

galaxy

ノード #2 - VCS クラスタ

nebula

クラスタ名

clus1

クラスタの UUID

{f0735332-1dd1-11b2}

VCS クラスタで使用する CP サーバーを手動で準備するには

1

VCS クラスタのクラスタ名と UUID を決定します。
たとえば、VCS クラスタのノードの 1 つ（galaxy）で次のコマンドを実行します。
# grep cluster /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
cluster clus1
# cat /etc/vx/.uuids/clusuuid
{f0735332-1dd1-11b2}

2

VCS クラスタ とノードが CP サーバーにあるかどうかを調べます。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_nodes
ClusName UUID
Hostname(Node ID) Registered
clus1 {f0735332-1dd1-11b2} galaxy(0)
0
clus1 {f0735332-1dd1-11b2} nebula(1)
0

出力にクラスタとノードが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加し
ます。
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3

各 CP サーバーに VCS クラスタとノードを追加します。
たとえば、CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し
クラスタを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_clus¥
-c clus1

-u {f0735332-1dd1-11b2}

Cluster clus1 added successfully

CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、最初の
ノードを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h galaxy -n0
Node 0 (galaxy) successfully added

CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行し、2 つ目
のノードを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_node¥
-c clus1 -u {f0735332-1dd1-11b2} -h nebula -n1
Node 1 (nebula) successfully added

4

セキュリティを有効にする場合、_HA_VCS_ のユーザーが CP サーバーで作成され
るかどうかを確認します。
出力にユーザーが表示されない場合、次の手順を実行して、それらを追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_users

Username/Domain Type
Cluster Name / UUID
Role
_HA_VCS_galaxy@HA_SERVICES@galaxy.symantec.com/vx clus1/{f0735332-1dd1-11b2} Operator
_HA_VCS_nebula@HA_SERVICES@nebula.symantec.com/vx clus1/{f0735332-1dd1-11b2} Operator

セキュリティを無効にする場合、_HA_VCS_ のユーザー（たとえば、
cpsclient@galaxy）の代わりにサーバーにユーザー名「cpsclient@hostname」を
追加します。
CP サーバーはセキュアモードまたは非セキュアモードでのみ動作できます。同時に
両方の接続は受け入れられません。
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5

CP サーバーにユーザーを追加します。
最初に、追加される user@domain を決定します。
フェンシング対象のユーザーは _HA_VCS_short-hostname の形式にする必要が
あり、ドメイン名はコマンドの出力の HA_SERVICES ユーザーのドメイン名です。
# /opt/VRTScps/bin/cpsat listpd -t local

次に、CP サーバー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行しま
す。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_user -e¥
_HA_VCS_galaxy@HA_SERVICES@galaxy.symantec.com¥
-f cps_operator -g vx
User _HA_VCS_galaxy@HA_SERVICES@galaxy.symantec.com
successfully added
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a add_user -e¥
_HA_VCS_nebula@HA_SERVICES@nebula.symantec.com¥
-f cps_operator -g vx
User _HA_VCS_nebula@HA_SERVICES@nebula.symantec.com
successfully added
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6

VCS クラスタ を管理するために CP サーバーのユーザーを認可します。VCS クラス
タの各ノードに対応する CP サーバーのユーザーに対してこのタスクを実行する必
要があります。
たとえば、2 つのノード galaxy と nebula から成る VCS クラスタ clus1 の CP サー
バー（mycps1.symantecexample.com）で次のコマンドを実行します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a¥
add_clus_to_user -c clus1¥
-u {f0735332-1dd1-11b2}¥
-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.
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a¥
add_clus_to_user -c clus1¥
-u {f0735332-1dd1-11b2}¥
-e _HA_VCS_nebula@HA_SERVICES@nebula.symantec.com¥
-f cps_operator -g vx

Cluster successfully added to user
_HA_VCS_nebula@HA_SERVICES@nebula.symantec.com privileges.

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

フェンシングモード

■

フェンシング機構

■

フェンシングのディスクポリシー（I/O フェンシング設定に該当する場合）

■

セキュリティ設定の適切な値

■

CP サーバー（1 つまたは複数）

■

コーディネータディスクグループ（I/O フェンシング設定に該当する場合）

I/O フェンシング設定でコーディネータディスクがコーディネーションポイントとして使われ
る場合は常に、ディスクグループ（vxfendg）を作成する必要があります。このディスクグ
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ループは /etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。ディスクグループの作
成については、『Veritas™ Cluster Server インストールガイド』を参照してください。
カスタマイズされたフェンシングフレームワークによって /etc/vxfentab ファイルも生成さ
れます。このファイルには、セキュリティの設定とコーディネーションポイント
（/etc/vxfenmode ファイルに指定されているディスクグループ内のすべての CP サー
バーとディスク）が含まれています。
クラスタ内の各ノードで次のファイルを編集し、環境変数 VXFEN_START と VXFEN_STOP
の値を 1 に変更します。
/etc/sysconfig/vxfen
テキストエディタを使って、設定の仕様を満たすように /etc/vxfenmode ファイルの値を
編集します。
次のファイルの出力は、/etc/vxfenmode ファイルの内容の例を示しています。
#
# vxfen_mode determines in what mode VCS I/O Fencing should work.
#
# available options:
# scsi3
- use scsi3 persistent reservation disks
# customized - use script based customized fencing
# disabled
- run the driver but don't do any actual fencing
#
vxfen_mode=customized
# vxfen_mechanism determines the mechanism for customized I/O
# fencing that should be used.
#
# available options:
# cps
- use a coordination point server with optional script
#
controlled scsi3 disks
#
vxfen_mechanism=cps
#
# scsi3_disk_policy determines the way in which I/O Fencing
# communicates with the coordination disks. This field is
# required only if customized coordinator disks are being used.
#
# available options:
# dmp - use dynamic multipathing
# raw - connect to disks using the native interface
#
scsi3_disk_policy=dmp
# security when enabled uses secure communication to the cp server
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# using VxAT (Veritas Authentication Service)
# available options:
# 0 - don't use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
# 1 - use Veritas Authentication Service for cp server
#
communication
security=1
#
# Specify 3 or more odd number of coordination points in this file,
# one in each row. They can be all-CP servers, all-SCSI-3 compliant
# coordinator disks, or a combination of CP servers and SCSI-3
# compliant coordinator disks. Please ensure that the CP server
# coordination points are numbered sequentially and in the same
# order on all the cluster nodes.
#
# Coordination Point Server(CPS) is specified as:
#
# cps<number>=<Virtual IP/ Virtual hostname of cp server> in
# square brackets ([]), followed by ":" and CPS port number.
#
# Examples:
# cps1=[192.168.0.23]:14250
# cps2=[mycps.company.com]:14250
#
# SCSI-3 compliant coordinator disks are specified as:
#
# vxfendg=<coordinator disk group name>
# Example:
# vxfendg=vxfencoorddg
#
# Examples of different configurations:
# 1. All CP server coordination points
# cps1=
# cps2=
# cps3=
#
# 2. A combination of CP server and a disk group having two SCSI-3
# coordinator disks
# cps1=
# vxfendg=
# Note: The disk group specified in this case should have two disks
#
# 3. All SCSI-3 coordinator disks
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# vxfendg=
# Note: The disk group specified in case should have three disks
#

表 16-4 には、編集する必要のある vxfenmode パラメータが定義されています。
表 16-4

vxfenmode ファイルのパラメータ

vxfenmode ファイルのパ 説明
ラメータ
vxfen_mode

フェンシングの動作モード。このパラメータは、「customized」に設
定する必要があります。

vxfen_mechanism

フェンシング機構。このパラメータは、フェンシングに使われる機構
を定義します。3 つのコーディネーションポイントのいずれかが CP
サーバーである場合は、このパラメータを「cps」に設定する必要が
あります。

scsi3_disk_policy

DMP デバイス、「dmp」、基本となる RAW 文字型デバイス「raw」
のいずれを使うかを vxfen モジュールに 設定します。

メモ: 設定されたディスクポリシーはすべてのノードに適用されま
す。
security

security パラメータ 1 は、CP サーバーの通信に Symantec
Product Authentication Service が使われることを示します。
security パラメータ 0 は、CP サーバーとの通信が非セキュアモー
ドで作成されることを示します。
security のデフォルト値は 1 です。

メモ: シマンテック社では、CP サーバー側とクライアント側の両方
が同じセキュリティ設定である場合にのみサポートします。両方の
セキュリティ設定が、有効または無効のどちらかになっている必要
があります。
cps1、cps2、cps3、vxfendg コーディネーションポイントのパラメータ。
CP サーバーの仮想 IP アドレスまたは FQHN（アクセス可能などち
らか）を入力します。

メモ: I/O フェンシング設定でコーディネータディスクが使われる場
合は常に、ディスクグループ（vxfendg）を作成し、それを
/etc/vxfenmode ファイルに指定する必要があります。さらに、カス
タマイズされたフェンシングフレームワークによって、/etc/vxfentab
ファイルが生成されます。このファイルは、セキュリティの設定とコー
ディネーションポイント（/etc/vxfenmode ファイルに指定されてい
るディスクグループ内のすべての CP サーバーとディスク）を指定し
ます。
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/etc/vxfenmode ファイルを編集した後、vxfen init スクリプトを実行してフェンシングを
開始します。
次に例を示します。
#

/etc/init.d/vxfen start

コーディネーションポイントを監視するためのコーディネーションポイント
エージェントの設定
次の手順は、コーディネーションポイント（CP サーバーまたは SCSI-3 ディスク）を監視す
るために、コーディネーションポイントエージェントを手動で設定する方法について説明
しています。
エージェントについて詳しくは、『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。
コーディネーションポイントを監視するためのコーディネーションポイントエージェントを設
定するには

1

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

2

次のようにして、パラレルサービスグループ vxfen を作成し、coordpoint リソースを
vxfen サービスグループに追加します。
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

haconf -makerw
hagrp -add vxfen
hagrp -modify vxfen SystemList system1 0 system2 1
hagrp -modify vxfen AutoFailOver 0
hagrp -modify vxfen Parallel 1
hagrp -modify vxfen SourceFile "./main.cf"
hares -add coordpoint CoordPoint vxfen
hares -modify coordpoint FaultTolerance 1
hares -modify coordpoint Enabled 1
haconf -dump -makero
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3

hares コマンドを使って、VCS クラスタ上のエージェントの状態を確認します。

次に例を示します。
# hares -state coordpoint

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

4

Attribute
State

System
galaxy

Value
ONLINE

エージェントログを表示するために、エンジンログにアクセスします。エージェントロ
グはエンジンログに書き込まれます。
エージェントログには、コーディネーションポイントエージェントの詳しい監視情報
（コーディネーションポイントエージェントがすべてのコーディネーションポイントにア
クセスできているかどうか、どのコーディネーションポイントで、コーディネーションポ
イントエージェントがキーが見つからないことを報告しているのかを確認するための
情報など）が含まれています。
エンジンログのそのような情報をすべて表示するには、次のコマンドを使って、その
ノードの dbg レベルを変更します。
# hatype -modify coordpoint LogDbg 10

これで、次の場所でエージェントログを表示できます。
/var/VRTSvcs/log/engine_A.log

サーバーベースの I/O フェンシングの設定の検証
VCS クラスタのインストールの間に、インストーラは設定中に受信された入力に基づいて
次のファイルを生成します。
■

/etc/vxfenmode（CP サーバーのために編集される）

■

/etc/vxfentab（CP サーバーのために編集される）

vxfenadm コマンドを実行して、I/O フェンシングの設定が成功したことを検証します。た

とえば、次のコマンドを実行します。
# vxfenadm -d

サーバーベースの I/O フェンシングの設定の問題を解決するには、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。
vxfenconfig コマンドを実行して、I/O フェンシングが指定のコーディネーションポイント

を使っていることを検証します。たとえば、次のコマンドを実行します。

219

220

第 16 章 データ整合性のためのクラスタの手動設定
サーバーベースの I/O フェンシングの手動設定

# vxfenconfig -l

7
VCS のアップグレード

■

第17章 VCS のアップグレード計画

■

第18章 インストーラを使用した標準的な VCS アップグレードの実行

■

第19章 段階的なアップグレードの実行

■

第20章 応答ファイルを使用した VCS 自動アップグレードの実行
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17
VCS のアップグレード計画
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS 5.1 へのアップグレードについて

■

VCS でサポートされるアップグレードパス

■

企業のセキュアな環境での VCS のアップグレード

■

段階的アップグレードについて

VCS 5.1 へのアップグレードについて
次のいずれかの方法を使って VCS をアップグレードできます。
■

Veritas 製品インストーラまたは installvcs プログラムを使った標準的なアップグレー
ド
p.224 の 「VCS でサポートされるアップグレードパス」 を参照してください。
p.230 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参照して
ください。

■

Veritas Web インストーラによる標準的なアップグレード
p.224 の 「VCS でサポートされるアップグレードパス」 を参照してください。
p.231 の 「Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレード」 を参
照してください。

■

ダウンタイムを減らす段階的なアップグレード
p.233 の 「VCS 5.0 MP3 からの段階的アップグレードの実行」 を参照してください。

■

応答ファイルを使った自動アップグレード
p.224 の 「VCS でサポートされるアップグレードパス」 を参照してください。
p.251 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照してください。

Veritas 製品インストーラまたは応答ファイルを使って、VCS 5.1 から Storage Foundation
High Availability 5.1 にアップグレードできます。

224

第 17 章 VCS のアップグレード計画
VCS でサポートされるアップグレードパス

『Veritas Storage Foundation and High Availability インストールガイド』を参照してく
ださい。

VCS でサポートされるアップグレードパス
アップグレードがサポートされている VCS の以前のバージョンで現在クラスタを実行して
いる場合は、インストーラを使って VCS 5.1 にアップグレードできます。
RHEL、SLES オペレーティングシステムで VCS クラスタを実行している場合は、サポート
されるアップグレードパスの表を見直してください。
アップグレードパスには次の方法が適用されます。
■

■

RHEL 5 上で VCS 4.1 MP4 をアップグレードする場合:
■

RHEL 5 U3 にアップグレードする

■

VCS を 4.1 MP4 RP3 にアップグレードする

■

VCS 5.1 にアップグレードする

SLES10 SP2 上で VCS 5.1 にアップグレードする場合:
■

SLES 10 SP2 にアップグレードする

■

VCS を 4.1 MP4 RP3 にアップグレードする

■

VCS 5.1 にアップグレードする

表 17-1 に、Red Hat Enterprise Linux と Oracle Enterprise Linux でサポートされる
アップグレードパスの一覧を示します。
表 17-1

RHEL と OEL でサポートされるアップグレードパス

アップグレードのシナリオ VCS-RHEL から

VCS-RHEL へ

VCS のアップグレードと
RHEL のアップグレード

RHEL 5 U3 上の VCS 5.1

RHEL 5 上の VCS 4.1 MP4
RHEL 5 U2 上の VCS 4.1 MP4
RP3
RHEL 5 U1 上の VCS 5.0 MP3
RHEL 5 U2 上の VCS 5.0 MP3

VCS のアップグレードと OEL OEL 5 U1 上の VCS 5.0 MP3
のアップグレード

OEL 5 U3 上の VCS 5.1

表 17-2 に、SUSE Linux Enterprise Server でサポートされるアップグレードパスの一
覧を示します。
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表 17-2

SUSE Linux Enterprise Server でサポートされるアップグレードパス

アップグレードのシナリオ VCS-SLES から

VCS-SLES へ

VCS のアップグレードと SLES SLES 10 上の VCS 4.1MP3
SLES 10 SP2 上の VCS 5.1
のアップグレード
SLES 10 SP1 上の VCS 4.1 MP4
VCS のアップグレード

SLES 10 SP2 上の VCS 5.0 MP3 SLES 10 SP2 上の VCS 5.1
SLES 11 上の VCS 5.0 RU1

SLES 11 上の VCS 5.1

企業のセキュアな環境での VCS のアップグレード
企業のセキュアな環境では、システム間の ssh または rsh 通信が許可されません。この
ような場合、installvcs プログラムは通信可能なシステム（通常はローカルシステム）にの
み、VCS のアップグレードを行うことができます。各ノードで installvcs プログラムを実行
し、クラスタを VCS 5.1 にアップグレードします。このプログラムは、最初のノードでは、設
定を更新してクラスタを停止した後、システムをアップグレードします。他のノードでは、前
のバージョンをアンインストールし、VCS 5.1 をインストールします。最後のノードをアップ
グレードして起動すると、アップグレードは完了です。
警告: セキュアモードでクラスタを実行している場合は、 VCS 5.1 にアップグレードする
前に、クラスタから /tmp/disable_selfcont ファイルを削除する必要があります。

段階的アップグレードについて
クラスタの休止時間を最小化するために段階的アップグレードを実行します。状況に応じ
て、おおよその休止時間を次のように計算できます。
動作中のノードにすべての 休止時間は、サービスグループのオフラインとオンラインの切り替えに
サービスグループをフェー 要する時間に相当します。
ルオーバーできる
アップグレード時に動作中 そのサービスグループの休止時間は、アップグレードの実行とノード
のノードにフェールオー
の再起動に要する時間に相当します。
バーできないサービスグ
ループがある

段階的アップグレードの前提条件
アップグレードを開始する前に、アップグレードの対象となるノードすべてについてライセ
ンスの状態を確認します。
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段階的なアップグレードの計画
どのサービスグループの休止時間も最短になるように、サービスグループのノード間移動
を計画します。
その大まかな指針は次のとおりです。
■

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

■

クラスタを分割し、最初のサブクラスタをアップグレードしている間、優先度の高いサー
ビスグループがオンラインのままになるようにします。

段階的アップグレードの制限事項
次の制限事項では、主として段階的アップグレード中の設定やサービスグループの変更
に関する制限を示します。
■

アップグレードを実行している間は、モジュールを開始しないようにしてください。

■

インストーラを起動するときは、VCS のみを選択します。

■

アップグレードを実行している場合は、どのノードに対してもサービスグループの追加
や削除を行わないようにしてください。

■

設定によっては、複数のノードを同時にアップグレードできない場合があります。一度
に 1 つのノードしかアップグレードできません。

■

非常に大規模なクラスタの場合は、クラスタのアップグレードを行ううえで、ここに説明
する手順を複数回繰り返す必要性が生じる場合があります。

段階的アップグレードの例
この例では、ノードが 4 つ（node01、node02、node03、node04）となります。また、サー
ビスグループも 4 つ（sg1、sg2、sg3、sg4）となります。この例では、クラスタを 2 つのサブ
クラスタに分割しています。node01 と node02 のノードは 1 番目のサブクラスタにあり、
これを最初にアップグレードします。node03 と node04 のノードは 2 番目のサブクラスタ
にあり、これを次にアップグレードします。
それぞれのサービスグループは、ノード上で次のように実行されています。
■

sg1 と sg2 はパラレルサービスグループであり、すべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はフェールオーバーサービスグループです。sg3 は node01 で実行され、
sg4 は node02 で実行されています。

■

VxSS サービスグループはすべてのノードで実行されています（セキュアモードが有
効です）

システムリストにおいて、各サービスグループは次のように別のノードにフェールオーバー
するように設定されています。
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■

sg1 と sg2 はすべてのノードで実行されています。

■

sg3 と sg4 はクラスタ内のどのノードにもフェールオーバーできます。

■

VxSS サービスグループはすべてのノードで実行されています
段階的アップグレードの設定例

図 17-1
First サブクラスタ

Second サブクラスタ

sg1

sg1

sg1

sg1

sg2

sg2

sg2

sg2

sg3

sg4

VxS
S

VxS
S

VxS
S

VxS
S

ノード 01

ノード 02

ノード 03

ノード 04

段階的アップグレードの例についての概要
この例のアップグレードパスは次のとおりです。
■

1 番目のサブクラスタから 2 番目のサブクラスタにすべてのサービスグループを移し
ます。

■

1 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

1 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。

■

2 番目のサブクラスタを準備します。

■

1 番目のサブクラスタをアクティブ化します。

■

2 番目のサブクラスタのノードでオペレーティングシステムをアップグレードします（必
要な場合）。

■

2 番目のサブクラスタで、インストールプログラムを使ってアップグレードを開始しま
す。

p.233 の 「VCS 5.0 MP3 からの段階的アップグレードの実行」 を参照してください。
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18
インストーラを使用した標準
的な VCS アップグレードの
実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使った 4.x からのアップグレード
の前に

■

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグレード

■

Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレード

スクリプトベースまたは Web ベースのインストーラを使っ
た 4.x からのアップグレードの前に
VCS 4.x からアップグレードする場合は、VCS をアップグレードする前に次の手順を実行
してください。最初に非推奨のリソースタイプを削除し、変更された値を修正する必要が
あります。
VCS 4.x から VCS 5.1 へのアップグレードを準備するには

1

非推奨のリソースを削除し、属性を修正します。インストーラプログラムにより古いタ
イプを消去でき、システムからリソースを消去するか、または手動で消去できます。
p.363 の 「手動での非推奨のリソースタイプの削除と属性の修正」 を参照してくださ
い。

2

VxVM ディスクにインストールされているアプリケーションエージェント（たとえば、
NBU エージェント）を停止します。
アプリケーションエージェントを停止するには、次の手順を実行します。
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■

アップグレードするすべてのシステムで、リソースをオフラインにします。
# hares -offline resname -sys sysname

■

すべてのシステムの VxVM ディスクにインストールされているアプリケーション
エージェントを停止します。
# haagent -stop agentname -sys sysname

■

エージェントプロセスが動作していないことを確認します。
# ps -ef | grep Agent

このコマンドは VxVM インストールディレクトリ内のプロセスをリストしません。

3

LLT、GAB、VCS がクラスタ内のすべてのノードで動作していることを確認します。こ
れらのプロセスが動作していない場合は、インストーラプログラムを続行できません。
# lltconfig

LLT is running
# gabconfig -a
=====================================================
Port a gen cc701 membership 01
Port h gen cc704 membership 01

スクリプトベースのインストーラを使った VCS のアップグ
レード
VCS をアップグレードするには、製品インストーラを使うことができます。
製品インストーラを使って VCS をアップグレードするには

1

スーパーユーザーとしてログインし、製品 CD をマウントします。

2

インストーラを起動します。
# ./installer

製品インストールプログラムが起動し、著作権メッセージが表示されます。そこで、ロ
グを作成する場所を指定します。ログのディレクトリと名前を書き留めます。

3

最初の［タスクメニュー（Task Menu）］で、［G］を選択して、［製品のアップグレード
（Upgrade a Product）］を選択します。
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4

アップグレードするノードの名前を入力します。ノード名を区切るにはスペースを使
います。Enter キーを押して処理を続行します。
インストーラにより、ノードでいくつかの検証チェックが実行されます。

5

検証チェックが完了したら、Enter キーを押して処理を続行します。
アップグレードする RPM が一覧表示されます。

6

VCS プロセスを停止するかどうかを尋ねられます。Enter キーを押して続行します。
VCS プロセスが停止し、RPM がアンインストールされ、VCS のインストール、アップ
グレード、設定が行われます。

7

シマンテック社が再起動を推奨するノードが一覧表示されます。

4.x からアップグレードする場合、ネーティブの OS アカウントを使った場合は、新しい
VCS アカウントの作成が必要になる場合もあります。
p.364 の 「新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティングシステムのアカウ
ントを使った場合）」 を参照してください。

Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS の
アップグレード
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のアップグレードにつ
いて説明します。インストーラは、指定のシステム（複数可）で現在インストールされている
製品を検出し、アップグレードします。別の製品にアップグレードする場合は、追加手順
が必要になることがあります。
VCS をアップグレードするには

1

保持するデータの保存に必要な手順を実行します。たとえば、設定ファイルのバッ
クアップを作成します。

2

Web ベースのインストーラを開始します。
p.146 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

3

［アップグレード（Updrade）］を選択します。
指定のシステムにインストールされている製品がインストーラによって検出されます。

4

使用許諾契約のページで、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）の条件を受け入
れるかどうかを選択します。続行するには、［はい、同意します（Yes I agree）］を選
択し、［次へ（Next）］をクリックします。

5

アップグレードを行うシステムを指定します。スペースで区切って、1 つ以上のシステ
ム名を入力します。［検証（Validate）］をクリックします。
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6

［次へ（Next）］をクリックして、アップグレードを完了します。
アップグレードが完了すると、ログと概略ファイルの場所が表示されます。必要に応
じて、ファイルを調べて、インストールの状態を確認します。

7

［完了（Finish）］をクリックします。別のタスクを行うかどうかを尋ねるメッセージが表
示されます。

4.x からアップグレードしている場合、ネーティブオペレーティングシステムアカウントを
使ったときには、新しい VCS アカウントの作成が必要になることがあります。
p.364 の 「新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティングシステムのアカウ
ントを使った場合）」 を参照してください。

19
段階的なアップグレードの実
行
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS 5.0 MP3 からの段階的アップグレードの実行

VCS 5.0 MP3 からの段階的アップグレードの実行
この項では、4 つのサービスグループを持つ 4 つのノードで VCS の段階的アップグレー
ドを実行する方法について説明します。このシナリオでは、サービスグループをオンライ
ンにしたまま 2 番目のサブクラスタをアップグレードできません。アップグレード中には、
どのノードでもリソースまたはサービスグループの追加、削除、変更を行わないでくださ
い。このような変更は、アップグレード後に失われる可能性があります。次の例では、段階
的アップグレードを実行する手順について説明します。段階的アップグレードは、セキュ
アクラスタ内の VCS 5.0 MP3 からセキュアクラスタ内の VCS 5.1 へのアップグレードで
す。
p.225 の 「段階的アップグレードについて」 を参照してください。

2 番目のサブクラスタへのサービスグループの移動
次の手順を実行して、サービスグループの状態を確立し、サービスグループを切り替え
ます。
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2 番目のサブクラスタにサービスグループを移すには

1

1 番目のサブクラスタで、サービスグループがオンラインになっている位置を特定し
ます。
# hagrp -state

出力は次のようになります。

#Group
sg1
sg1
sg1
sg1
sg2
sg2
sg2
sg2
sg3
sg3
sg3
sg3
sg4
sg4
sg4
sg4
VxSS
VxSS
VxSS
VxSS

Attribute
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State

System
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

Value
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
|ONLINE|
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2

パラレルサービスグループ（sg1 と sg2）と VXSS グループを 1 番目のサブクラスタ
からオフラインにします。フェールオーバーサービスグループ（sg3 と sg4）を、1 番
目のサブクラスタ（node01 と node02）から 2 番目のサブクラスタ（node03 と node04）
上のノードに切り替えます。
# hagrp -offline sg1 -sys node01
# hagrp -offline sg2 -sys node01
# hagrp -offline sg1 -sys node02
# hagrp -offline sg2 -sys node02
# hagrp -offline VxSS -sys node01
# hagrp -offline VxSS -sys node02
# hagrp -switch sg3 -to node03
# hagrp -switch sg4 -to node04

3

VCS が管理しないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。たとえば、
次の操作を行います。
# df -h
Filesystem
Size
/dev/sda1
26G
udev
1007M
tmpfs
4.0K
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol1
3.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol2
1.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol3
10G

Used Avail Use% Mounted on
3.3G
22G 14% /
352K 1006M
1% /dev
0 4.0K
0% /dev/vx
18M

2.8G

1% /mnt/dg2/dg2vol1

18M

944M

2% /mnt/dg2/dg2vol2

20M

9.4G

1% /mnt/dg2/dg2vol3

# umount /mnt/dg2/dg2vol1
# umount /mnt/dg2/dg2vol2
# umount /mnt/dg2/dg2vol3

4

1 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

5

ノードをフリーズします。
# hasys -freeze -persistent node01
# hasys -freeze -persistent node02

6

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero
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7

サービスグループがアップグレードする 1 番目のサブクラスタでオフラインになって
いることを確認します。
# hagrp -state

出力は次のようになります。
#Group Attribute System Value
sg1 State node01 |OFFLINE|
sg1 State node02 |OFFLINE|
sg1 State node03 |ONLINE|
sg1 State node04 |ONLINE|
sg2 State node01 |OFFLINE|
sg2 State node02 |OFFLINE|
sg2 State node03 |ONLINE|
sg2 State node04 |ONLINE|
sg3 State node01 |OFFLINE|
sg3 State node02 |OFFLINE|
sg3 State node03 |ONLINE|
sg3 State node04 |OFFLINE|
sg4 State node01 |OFFLINE|
sg4 State node02 |OFFLINE|
sg4 State node03 |OFFLINE|
sg4 State node04 |ONLINE|
VxSS State node01 |OFFLINE|
VxSS State node02 |OFFLINE|
VxSS State node03 |ONLINE|
VxSS State node04 |ONLINE|

8

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、node01 と node02 でこの手順を
実行します。任意のエディタを使って、次のように変更します。
■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を scsi3 から disabled に

変更します。vxfenmode ファイルで次のような行に変更します。
vxfen_mode=disabled
■ /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルで、UseFence

属性の値を
SCSI3 から NONE に変更します。main.cf ファイルで次のような行に変更しま
す。
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UseFence = NONE

9

1 番目のサブクラスタで llttab、llthosts、gabtab、types.cf、main.cf、AT 設定ファ
イルのバックアップを作成します。
# cp /etc/llttab /etc/llttab.bkp
# cp /etc/llthosts /etc/llthosts.bkp
# cp /etc/gabtab /etc/gabtab.bkp
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.bkp
# cp /etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf ¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/types.cf.bkp
# /opt/VRTSat/bin/vssat showbackuplist
B|/var/VRTSat/.VRTSat/profile/VRTSatlocal.conf
B|/var/VRTSat/.VRTSat/profile/certstore
B|/var/VRTSat/ABAuthSource
B|/etc/vx/vss/VRTSat.conf
Quiescing ...
Snapshot Directory :/var/VRTSatSnapShot

1 番目のサブクラスタでのオペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、1 番目のサブクラスタでオペレーティングシステムのアップグレードを実行
できます。詳しくは、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。

1 番目のサブクラスタのアップグレード
まず、インストールプログラムに移動してこれを開始します。
段階的アップグレードのインストーラを開始するには

1

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

2

installvcs を含むフォルダに移動します。
# cd /cluster_server

3

VCS が実行されていることを確認します。installvcs プログラムを開始し、1 番目の
サブクラスタのノード（node1 と node2）を指定します。
# ./installvcs node1 node2

プログラムの起動とともに著作権情報が表示され、ログを作成するディレクトリが指定
されます。
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4

y を入力して、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the EULA.pdf file present on media? [y,n,q,?] y

5

使用可能なインストールオプションを確認します。
p.343 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
1

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

2

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

3

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

4

オプションごとに VCS RPMを表示する。

この例では、すべてのRPMを表す 3 を選択します。
Select the RPM to be installed on all systems? [1-4,q,?]
(2) 3

6

インストーラは、一連のチェックおよびテストを行って、通信、ライセンス、互換性を確
認します。

7

メッセージが表示されたら、y を入力してアップグレードを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)
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メッセージが表示されたら、y を入力して該当するプロセスを停止します。
Do you want to stop VCS processes? [y,n,q] (y)

9

インストーラは、1 番目のサブクラスタについて終了し、次の出力を表示します。

????Configuring VCS: 100%
????Estimated time remaining: 0:00 ?????????????????????????????????????
????Performing VCS upgrade configuration .................... Done
Veritas Cluster Server Configure completed successfully
You are performing phased upgrade (Phased 1) on the systems.
Follow the steps in install guide to upgrade the remaining
systems.
Would you like to send the information about this installation to
Symantec to help improve installation in the future? [y,n,q,?] (y)

1 番目のサブクラスタでのアップグレードが終了します。「2 番目のサブクラスタの準
備」 の手順が完了するまで、1 番目のサブクラスタのノードを再起動しないでくださ
い。

2 番目のサブクラスタの準備
1 番目のサブクラスタ内のノードを再起動する前に、2 番目のサブクラスタで次の手順を
実行します。
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2 番目のサブクラスタのアップグレードを準備するには

1

リソースの状態の概略を取得します。
# hastatus -summ
--A
A
A
A
--B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

SYSTEM STATE
System
node01
node02
node03
node04
GROUP STATE
Group
SG1
SG1
SG1
SG1
SG2
SG2
SG2
SG2
SG3
SG3
SG3
SG3
SG4
SG4
SG4
SG4
VxSS
VxSS
VxSS
VxSS

State
EXITED
EXITED
RUNNING
RUNNING
System
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Frozen
1
1
0
0
AutoDisabled
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

State
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
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2

VCS が管理しないすべての VxFS ファイルシステムをマウント解除します。たとえば、
次の操作を行います。
# df -h
Filesystem

Size

/dev/sda1
26G
udev
1007M
tmpfs
4.0K
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol1
3.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol2
1.0G
/dev/vx/dsk/dg2/dg2vol3
10G

Used Avail Use% Mounted on
3.3G
22G
352K 1006M
0 4.0K

14% /
1% /dev
0% /dev/vx

18M

2.8G

1% /mnt/dg2/dg2vol1

18M

944M

2% /mnt/dg2/dg2vol2

20M

9.4G

1% /mnt/dg2/dg2vol3

# umount /mnt/dg2/dg2vol1
# umount /mnt/dg2/dg2vol2
# umount /mnt/dg2/dg2vol3

3

2 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

4

サービスグループをアンフリーズします。
# hagrp -unfreeze sg1 -persistent
# hagrp -unfreeze sg2 -persistent
# hagrp -unfreeze sg3 -persistent
# hagrp -unfreeze sg4 -persistent
# hagrp -unfreeze VxSS -persistent

5

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero
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6

node03 と node04 でサービスグループをオフラインにします。
# hagrp -offline sg1 -sys node03
# hagrp -offline sg1 -sys node04
# hagrp -offline sg2 -sys node03
# hagrp -offline sg2 -sys node04
# hagrp -offline sg3 -sys node03
# hagrp -offline sg4 -sys node04
# hagrp -offline VxSS -sys node03
# hagrp -offline VxSS -sys node04

7

サービスグループの状態を確認します。
# hagrp -state
#Group ??????Attribute ???System ????Value
SG1
State
node01
|OFFLINE|
SG1
State
node02
|OFFLINE|
SG1
State
node03
|OFFLINE|
SG1
State
node04
|OFFLINE|
SG2
State
node01
|OFFLINE|
SG2
State
node02
|OFFLINE|
SG2
State
node03
|OFFLINE|
SG2
State
node04
|OFFLINE|
SG3
State
node01
|OFFLINE|
SG3
State
node02
|OFFLINE|
SG3
State
node03
|OFFLINE|
SG3
State
node04
|OFFLINE|
VxSS
State
node01
|OFFLINE|
VxSS
State
node02
|OFFLINE|
VxSS
State
node03
|OFFLINE|
VxSS
State
node04
|OFFLINE|

8

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、node03 と node04 でこの手順を
実行します。任意のエディタを使って、次のように変更します。
■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を scsi3 から disabled に

変更します。vxfenmode ファイルで次のような行に変更します。
vxfen_mode=disabled
■ ./etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルで、UseFence

属性の値を
SCSI3 から NONE に変更します。main.cf ファイルで次のような行に変更しま
す。
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UseFence = NONE

9

node03 と node04 で、VCS、I/O フェンシング、GAB、LLT を停止します。
# hastop -local
# /etc/init.d/vxfen stop
# /etc/init.d/gab stop
# /etc/init.d/llt stop

10 node03 と node04 で、VXFEN、GAB、LLT の各モジュールがロードされていない
ことを確認します。
# /etc/init.d/vxfen status
VXFEN module is not loaded
# /etc/init.d/gab status
GAB module is not loaded
# /etc/init.d/llt status
LLT module is not loaded

1 番目のサブクラスタのアクティブ化
1 番目のサブクラスタでサービスグループの準備を行います。
メモ: これらの手順はインストーラの出力手順の一部を実行します。「1 番目のサブクラス
タのアップグレード」 の手順 9 を参照してください。
1 番目のサブクラスタをアクティブにするには

1

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、node01 と node02 でこの手順を
実行します。1 番目のサブクラスタのノードを再起動する前に、任意のエディタを使っ
て、次のように有効な状態に戻します。
■ ./etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ファイルで、UseFence

属性の値を
NONE から SCSI3 に変更します。main.cf ファイルで次のような行に変更しま
す。
UseFence = SCSI3

■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を disabled から scsi3 に

変更します。vxfenmode ファイルで次のような行に変更します。
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vxfen_mode=scsi3

2

1 番目のサブクラスタの node01 と node02 を再起動します。
# /sbin/shutdown -r now

3

1 番目のサブクラスタの node01 と node02 をシーディングします。
# gabconfig -xc

4

1 番目のサブクラスタで設定を書き込み可能にします。
# haconf -makerw

5

1 番目のサブクラスタのノードをアンフリーズします。
# hasys -unfreeze -persistent node01
# hasys -unfreeze -persistent node02

6

設定をダンプして、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

7

node01 と node02 でサービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online sg1 -sys node01
# hagrp -online sg1 -sys node02
# hagrp -online sg2 -sys node01
# hagrp -online sg2 -sys node02
# hagrp -online sg3 -sys node01
# hagrp -online sg4 -sys node02
# hagrp -online VxSS -sys node01
# hagrp -online VxSS -sys node02

2 番目のサブクラスタのオペレーティングシステムのアップグレード
必要に応じて、2 番目のサブクラスタのオペレーティングシステムのアップグレードを実行
できます。詳しくは、ご使用のオペレーティングシステムのマニュアルを参照してください。
オペレーティングシステムのアップグレードを実行する前に、VCS、VXFEN、GAB、LLT
を必ず無効にしてください。
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VCS、VXFEN、GAB、LLT を無効にするには
◆

2 番目のサブクラスタで、次のコマンドを実行します。
# chkconfig vcs off
# chkconfig vxfen off
# chkconfig gab off
# chkconfig llt off

オペレーティングシステムのアップグレードを実行します。オペレーティングシステムを終
了した後、VCS、VXFEN、GAB、LLT を有効にします。
VCS、VXFEN、GAB、LLT を有効にするには
◆

2 番目のサブクラスタで、次のコマンドを実行します。
# chkconfig llt on
# chkconfig gab on
# chkconfig vxfen on
# chkconfig vcs on

2 番目のサブクラスタのアップグレード
次の手順を実行して、2 番目のサブクラスタ（node03 と node04）をアップグレードします。
インストーラを開始して、2 番目のサブクラスタをアップグレードするには

1

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

2

installvcs を含むフォルダに移動します。
# cd /cluster_server

3

node03 と node04 で VCS が停止していることを確認します。installvcs プログラム
を開始し、2 番目のサブクラスタのノード（node3 と node4）を指定します。
# ./installvcs node3 node4

プログラムの起動とともに著作権情報が表示され、ログを作成するディレクトリが指定
されます。

4

y を入力して、エンドユーザー使用許諾契約（EULA）に同意します。
Do you agree with the terms of the End User License Agreement
as specified in the EULA.pdf file present on media? [y,n,q,?] y
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5

使用可能なインストールオプションを確認します。
p.343 の 「Veritas Cluster Server インストールパッケージ」 を参照してください。
1

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

2

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

3

オプションの VCS 機能を設定するには、このオプションを選択する必要があります。
オプションごとに VCS RPMを表示する。

4

この例では、すべてのRPMを表す 3 を選択します。
Select the RPM to be installed on all systems? [1-4,q,?]
(2) 3

6

インストーラは、一連のチェックおよびテストを行って、通信、ライセンス、互換性を確
認します。

7

メッセージが表示されたら、y を入力してアップグレードを続行します。
Do you want to continue? [y,n,q] (y)

8

メッセージが表示されたら、y を入力して VCS プロセスを停止します。
Do you want to stop VCS processes? [y,n,q] (y)

9

アップグレードが完了するまで、インストールプログラムに注意して適宜質問に回答
します。

段階的アップグレードの終了
まず、2 番目のサブクラスタのノードを再起動する必要があります。
アップグレードを終了するには

1

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、node03 と node04 でこの手順を
実行します。2 番目のサブクラスタのノードを再起動する前に、任意のエディタを使っ
て、次のように有効な状態に戻します。
■ /etc/vxfenmode ファイルで、vxfen_mode 変数の値を disabled から scsi3 に

変更します。vxfenmode ファイルで次のような行に変更します。
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vxfen_mode=scsi3

2

2 番目のサブクラスタの node03 と node04 を再起動します。
# /sbin/shutdown -r now

2 番目のサブクラスタのノードは、1 番目のサブクラスタのノードと結合します。
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3

VCS およびそのコンポーネントが起動しているかどうかを調べます。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
Port b gen
Port h gen

4

nxxxnn membership 0123
nxxxnn membership 0123
nxxxnn membership 0123

hastatus -sum コマンドを実行して、ノード、サービスグループ、クラスタの状態を

判断します。
# hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A node01
A node02
A node03
A node04
-- GROUP STATE
-- Group
System
B VxSS
node01
B VxSS
node02
B VxSS
node03
B VxSS
node04
B sg1
node01
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

sg1
sg1
sg1
sg2
sg2
sg2
sg2
sg3
sg3
sg3
sg3
sg4
sg4
sg4
sg4

node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04
node01
node02
node03
node04

State
RUNNING
RUNNING
RUNNING
RUNNING

Frozen
0
0
0
0

Probed
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N
N

State
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
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この例では、VCS の段階的アップグレードを実行しました。サービスグループは、node03
と node04 でオフラインにしたときから、VCS が node01 と node02 でオンラインにしたと
きまでダウンしていました。
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20
応答ファイルを使用した VCS
自動アップグレードの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のアップグレード

■

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数

■

VCS をアップグレードするための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った VCS のアップグレード
一般に、あるクラスタで VCS のアップグレードを実行した後にインストーラによって生成さ
れた応答ファイルは、他のクラスタで VCS をアップグレードするために使えます。インス
トーラの -makeresponsefile オプションを使って応答ファイルを作成することもできま
す。
VCS の自動アップグレードを実行するには

1

VCS をアップグレードするシステムがアップグレード条件を満たしていることを確認
します。

2

アップグレード前のタスクが完了していることを確認します。

3

VCS をアップグレードするクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
p.254 の 「VCS をアップグレードするための応答ファイルのサンプル」 を参照してくだ
さい。

4

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.252 の 「VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参照してくださ
い。
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5

製品ディスクをマウントし、インストールプログラムが含まれるフォルダに移動します。

6

応答ファイルをコピーしたシステムからアップグレードを開始します。次に例を示しま
す。
# ./installer -responsefile /tmp/response_file
# ./installvcs -responsefile /tmp/response_file

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

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数
表 20-1 は、VCS をアップグレードするために定義できる応答ファイルの変数を示してい
ます。
表 20-1

VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{upgrade}

スカラー

VCS RPMをアップグレードします。
（必須）

CFG{accepteula}

スカラー

メディア上の EULA.pdf に同意するか
どうかを指定します。
（必須）

CFG{opt}{stopfail_allow}

スカラー

プロセスの停止中またはドライバのア
ンロード中にインストーラが失敗した場
合、続行するかどうかを決定します。
（オプション）

CFG{opt}{systems}

リスト

製品がアップグレードされるシステムの
リスト。
（オプション）

CFG{prod}

スカラー

アップグレードする製品を定義します。
The value is VCS51 for VCS.
（必須）

CFG{vcs_allowcomms}

スカラー

単一ノードクラスタを設定したときに
LLT と GAB を起動するかどうかを示し
ます。値は 0（起動しない）または 1（起
動する）のいずれかです。
（必須）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）

CFG{opt}{patchpath}

スカラー

製品のパッチを保管する場所（通常
NFS をマウントしている）を定義します。
そこから、すべてのリモートシステムが
製品のパッチをインストールできる場
所です。対象のすべてのシステムから
アクセスできる場所である必要がありま
す。
（オプション）

CFG{opt}{pkgpath}

スカラー

製品RPMを保管する場所（通常 NFS
マウント）を定義します。そこから、すべ
てのリモートシステムが製品RPMをイ
ンストールできます。対象のすべての
システムからアクセスできる場所である
必要があります。
（オプション）

CFG{opt}{tmppath}

スカラー

インストール中に必要な一時ファイル
や一時デポを保管する作業ディレクト
リの作成場所を定義します。デフォル
トの場所は /var/tmp です。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所にも、
応答ファイルと概略ファイルをコピーし
ます。
（オプション）
CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）
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VCS をアップグレードするための応答ファイルのサンプ
ル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.252 の 「VCS をアップグレードするための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{accepteula}=1;
$CFG{vcs_allowcomms}=1;
$CFG{opt}{upgrade}=1;
$CFG{prod}="VCS51";
$CFG{systems}=[ qw( galaxy nebula) ];

8
インストール後タスク

■

第21章 インストール後タスクの実行

■

第22章 VCS コンポーネントのインストールまたはアップグレード

■

第23章 VCS インストールの確認
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21
インストール後タスクの実行
この章では以下の項目について説明しています。
■

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化について

■

VCS のマニュアルの利用

■

通信の権限の削除

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効
化について
Symantec Product Authentication Service（AT）は、認証ブローカーのプラグインに
よる LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）のユーザー認証をサポートしま
す。AT は、Sun のディレクトリのサーバー、Netscape、OpenLDAP、Windows の Active
Directory など、すべての一般的な LDAP 配布をサポートします。
セキュアモードで動作するクラスタでは、VCS ユーザーが LDAP ドメインに属する場合、
LDAP 認証プラグインを有効にする必要があります。
p.259 の 「セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化」 を参照してくださ
い。
インストール時に VCS ユーザーを追加していない場合でも、後でユーザーを追加できま
す。
VCS ユーザーを追加する手順については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を
参照してください。
図 21-1 は、クラスタがセキュアモードで動作する場合の LDAP サーバーとの VCS クラス
タ通信を示しています。
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図 21-1

LDAP サーバーとのクライアント通信
VCS クライアント

1. ユーザーが HA コマンドを実行
すると、AT が認証ブローカーを使
ってユーザー認証を開始します。

4. AT がユーザーにクレデンシャ
ルを発行して、コマンドの処理
を続行します。
VCS ノード
（認証ブローカー）

2. VCS ノードの認証ブローカーが
LDAP ディレクトリを使って LDAP
バインド操作を実行します。

3. LDAP バインドが正常に行われ
ると、AT が LDAP ディレクトリ
からグループ情報を取得します。
LDAP サーバー
（OpenLDAP または
Windows Active
Directory など）

『Symantec Product Authentication Service 管理者ガイド』を参照してください。
LDAP コマンド（ldapadd、ldapmodify、ldapsearch など）の LDAP スキーマと構文は
LDAP の実装方法によって異なります。
Symantec Product Authentication Service の LDAP ドメインを追加する前に、LDAP
環境に関する次の情報を書き留めます。
■

使用する LDAP スキーマの種類（デフォルトは RFC 2307）
■

UserObjectClass（デフォルトは posixAccount）

■

UserObject 属性（デフォルトは uid）

■

ユーザーグループ属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループオブジェクトクラス（デフォルトは posixGroup）

■

GroupObject 属性（デフォルトは cn）

■

ユーザー GID 属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループメンバーシップ属性（デフォルトは memberUid）

■

LDAP ディレクトリの URL

■

ユーザーコンテナの識別名（たとえば UserBaseDN=ou=people,dc=comp,dc=com）
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■

グループコンテナの識別名（たとえば GroupBaseDN=ou=group,dc=comp,dc=com）

セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効化
次の手順では LDAP 認証のプラグインモジュールを有効にする方法を示します。この項
では OpenLDAP と Windows Active Directory LDAP の配布例を示します。
LDAP 認証を有効にする前に、次の手順を完了します。
■

クラスタがセキュアモードで動作していることを確認します。
# haclus -value SecureClus

出力の戻り値は 1 である必要があります。
■

AT のバージョンが 5.0.32.0 以降であることを確認します。
# /opt/VRTSat/bin/vssat showversion
vssat version: 5.0.32.0

vssat.1m と atldapconf.1m のマニュアルページを参照してください。
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セキュアモードで動作するクラスタの OpenLDAP 認証を有効化するには

1

vssat コマンドを使って AT 設定に LDAP ドメインを追加します。

次の例では LDAP ドメイン MYENTERPRISE を追加します。
# /opt/VRTSat/bin/vssat addldapdomain ¥
--domainname "MYENTERPRISE.symantecdomain.com"¥
--server_url "ldap://my_openldap_host.symantecexample.com"¥
--user_base_dn "ou=people,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--user_attribute "cn" --user_object_class "account"¥
--user_gid_attribute "gidNumber"¥
--group_base_dn "ou=group,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--group_attribute "cn" --group_object_class "posixGroup"¥
--group_gid_attribute "member"¥
--admin_user "cn=manager,dc=symantecdomain,dc=myenterprise,dc=com"¥
--admin_user_password "password" --auth_type "FLAT"

2

正常に VCS ノードで LDAP ユーザーを認証できることを確認します。
コマンドを実行するには、有効な LDAP ユーザー ID とパスワードが必要です。次の
例では、LDAP ユーザー vcsadmin1 の MYENTERPRISE ドメインの認証を確認し
ます。
galaxy# /opt/VRTSat/bin/vssat authenticate
--domain ldap:MYENTERPRISE.symantecdomain.com
--prplname vcsadmin1 --broker galaxy:2821
Enter password for vcsadmin1: ##########
authenticate
------------------------------------------Authenticated User vcsadmin1
----------------------
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3

main.cf ファイルに LDAP ユーザーを追加します。
# haconf makerw
# hauser -add "CN=vcsadmin1/CN=people/¥
DC=symantecdomain/DC=myenterprise/¥
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com" -priv Administrator
# haconf -dump -makero

グループレベルの認証を有効にする場合は、次のコマンドを実行する必要がありま
す。
# hauser -addpriv ¥
ldap_group@ldap_domain AdministratorGroup

4

main.cf ファイルに次の行があることを確認します。
# cat /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
...
...
cluster clus1 (
SecureClus = 1
Administrators = {
"CN=vcsadmin1/CN=people/DC=symantecdomain/DC=myenterprise/
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com" }
AdministratorGroups = {
"CN=symantecusergroups/DC=symantecdomain/DC=myenterprise/
DC=com@myenterprise.symantecdomain.com " }
)
...
...

5

VCS_DOMAIN と VCS_DOMAINTYPE 環境変数を次のように設定します。
■

VCS_DOMAIN=myenterprise.symantecdomain.com

■

VCS_DOMAINTYPE=ldap

たとえば、Bourne シェル（sh または ksh）の場合は、次のコマンドを実行します。
# export VCS_DOMAIN=myenterprise.symantecdomain.com
# export VCS_DOMAINTYPE=ldap
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6

VCS にログオンできることを確認します。次に例を示します。
# halogin vcsadmin1 password
# hasys -state
VCS NOTICE
#System
galaxy
nebula

V-16-1-52563 VCS Login:vcsadmin1
Attribute
Value
Attribute RUNNING
Attribute RUNNING

同様に、VCS Cluster Manager（Java コンソール）を使うと、 VCS ノードにログオン
するときに同じ LDAP ユーザー信用証明を使うこともできます。

7

クラスタの他のノードで LDAP 認証を有効にするには、クラスタの各ノードで手順を
実行します。
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セキュアモードで動作するクラスタの Windows Active Directory 認証を有効化するに
は

1

-d オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-d オプション
を使うと LDAP プロパティファイル（優先順位設定された属性リスト）が検出され、取
得されます。
# /opt/VRTSat/bin/atldapconf -d
-s domain_controller_name_or_ipaddress
-u domain_user -g domain_group

次に例を示します。
# /opt/VRTSat/bin/atldapconf -d -s 192.168.20.32 ¥
-u Administrator -g "Domain Admins"
Search User provided is invalid or Authentication is required to
proceed further.
Please provide authentication information for LDAP server.
Username/Common Name: symantecdomain¥administrator
Password:
Attribute file created.

2

-c オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-c オプションを
使うと LDAP ドメインを追加するための CLI ファイルが作成されます。
# /opt/VRTSat/bin/atldapconf -c -d windows_domain_name

次に例を示します。
# /opt/VRTSat/bin/atldapconf -c -d symantecdomain.com
Attribute list file not provided, using default AttributeList.txt.
CLI file name not provided, using default CLI.txt.
CLI for addldapdomain generated.

3

-x オプションを使って LDAP 設定ツール atldapconf を実行します。-x オプション
を使うと CLI ファイルが読み込まれ、AT にドメインを追加するコマンドが実行されま
す。
# /opt/VRTSat/bin/atldapconf -x
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4

Windows Active Directory サーバーの統合が完了したことを確認するには、LDAP
ドメインを一覧表示します。
# /opt/VRTSat/bin/vssat listldapdomains
Domain Name :
Server URL :
SSL Enabled :
User Base DN :
User Object Class :
User Attribute :
User GID Attribute :
Group Base DN :
Group Object Class :
Group Attribute :
Group GID Attribute :
Auth Type :
Admin User :
Admin User Password :
Search Scope :

5

symantecdomain.com
ldap://192.168.20.32:389
No
CN=people,DC=symantecdomain,DC=com
account
cn
gidNumber
CN=group,DC=symantecdomain,DC=com
group
cn
cn
FLAT

SUB

VCS_DOMAIN と VCS_DOMAINTYPE 環境変数を次のように設定します。
■

VCS_DOMAIN=symantecdomain.com

■

VCS_DOMAINTYPE=ldap

たとえば、Bourne シェル（sh または ksh）の場合は、次のコマンドを実行します。
# export VCS_DOMAIN=symantecdomain.com
# export VCS_DOMAINTYPE=ldap

6

VCS にログオンできることを確認します。次に例を示します。
# halogin vcsadmin1 password
# hasys -state
VCS NOTICE
#System
galaxy
nebula

V-16-1-52563 VCS Login:vcsadmin1
Attribute
Value
Attribute RUNNING
Attribute RUNNING

同様に、VCS Cluster Manager（Java コンソール）を使うと、 VCS ノードにログオン
するときに同じ LDAP ユーザー信用証明を使うこともできます。

7

クラスタの他のノードで LDAP 認証を有効にするには、クラスタの各ノードで手順を
実行します。
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VCS のマニュアルの利用
ソフトウェア CD の cluster_server または DOC ディレクトリには、PDF（Portable Document
Format）の VCS のマニュアルが含まれています。VCS をインストールした後、この PDF
版マニュアルを各ノードの /opt/VRTS/docs ディレクトリにコピーして、参照できるように
することを推奨します。
VCS のマニュアルを利用するには
◆

ソフトウェア CD（cluster_server または DOC）に収録されている PDF を
/opt/VRTS/docs ディレクトリにコピーします。

通信の権限の削除
VCS のインストールと I/O フェンシングのディスクサポートの検証が完了していることを確
認します。rsh を使っている場合は、ノードに設定した rsh の一時的なアクセス権限を削
除し、パブリックネットワーク接続を復元します。
ノードが ssh を使ってセキュリティで保護された通信を行い、パブリックネットワークへの
接続が一時的に削除されている場合は、接続を復元します。
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VCS コンポーネントのインス
トールまたはアップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

Java コンソールのインストール

■

Java コンソールのアップグレード

■

VCS Simulator のインストール

■

VCS Simulator のアップグレード

■

VCS エージェントのアップグレード

Java コンソールのインストール
VCS の Java ベースのグラフィカルユーザーインターフェース、Java コンソールを使って
VCS を管理できます。VCS をインストールしたら、Windows システムまたは Linux シス
テムに Java コンソールをインストールします。Java コンソールのソフトウェアの必要条件
を確認します。
Java コンソールを起動するシステムは、クラスタまたはリモートワークステーション内のシ
ステムである必要があります。リモートワークステーションを使用すると、クラスタ内の各シ
ステムをリモートで管理できます。
Java コンソールの使用についての情報を確認してください。詳しくは、『Veritas Cluster
Server 管理者ガイド』を参照してください。

Java コンソールのソフトウェアの必要条件
Cluster Manager（Java コンソール）をサポートするシステムは次のとおりです。
■

RHEL 4 Update 3、RHEL 5、SLES 9 SP3、SLES 10
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■

Windows XP、Windows 2003

メモ: 使っているオペレーションシステムが JRE 1.5 をサポートすることを確認してくださ
い。

Java コンソールのハードウェアの必要条件
Java コンソールのハードウェアの最小必要条件は次のとおりです。
■

Pentium II 300 megahertz

■

256 MB の RAM

■

解像度 800x600

■

8 ビットの色深度のモニター

■

2D イメージを処理できるグラフィックスカード

メモ: Pentium III, 400 MHz、256MB RAM、解像度 800x600 を使用することを推奨し
ます。
Java™ 2 Runtime Environment (JRE) の各バージョンは 32 MB の RAM を必要としま
す。このバージョンは Linux カーネル v 2.2.12 と glibc v2.1.2-11（以上）を起動する Intel
Pentium プラットフォームでサポートされます。
次のハードウェアの使用を推奨します。
■

48 MB の RAM

■

16 ビットカラーモード

■

ローカルホストに設定したディスプレイで使用される KDE および KWM ウィンドウマ
ネージャ

Linux への Java コンソールのインストール
Java コンソールをインストールするための手順を確認します。手順を始める前に、gunzip
ユーティリティがシステムにインストールされていることを確認してください。
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Linux で Java コンソールをインストールするには

1

Java GUI ユーティリティを http://go.symantec.com/vcsmc から一時ディレクトリに
ダウンロードします。

2

一時ディレクトリに移動して、圧縮済みのRPMファイルを解凍します。
# cd /tmp/install
# gunzip VRTScscm.tar.gz

一時ディレクトリに、VRTScscm.tar ファイルが現れます。

3

その tar ファイルから圧縮ファイルを抽出します。
# tar -xvf VRTScscm.tar

4

rpm -i コマンドを使用して、RPM をインストールします。
# rpm -i VRTScscm-5.1.00.00-GA_GENERIC.noarch.rpm

Windows システムでの Java コンソールのインストール
Windows システムに Java コンソールをインストールするための手順を確認します。
Windows システムに Java コンソールをインストールするには

1

Java GUI ユーティリティを http://go.symantec.com/vcsmc から一時ディレクトリに
ダウンロードします。

2

圧縮ファイルを一時フォルダに抽出します。

3

この抽出されたフォルダから、setup.exe をダブルクリックします。

4

［Veritas Cluster Manager インストールウィザード（Veritas Cluster Manager
Install Wizard）］で表示される指示に従って、インストールを進めます。

Java コンソールのアップグレード
Java コンソールをアップグレードするには、適用可能な次の手順のいずれかに従ってく
ださい。
Linux で Java コンソールをアップグレードするには

1

RPM をインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。

2

以前のインストールから GUI を削除します。
# rpm -e VRTScscm
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3

VCS Java コンソールをインストールします。
p.268 の 「Linux への Java コンソールのインストール」 を参照してください。

Windows クライアントで Java コンソールをアップグレードするには

1

Cluster Manager（Java コンソール）が実行中の場合は停止します。

2

システムから Cluster Manager を削除します。

3

■

コントロールパネルで、［プログラムの追加と削除］をダブルクリックします。

■

［Veritas Cluster Manager］を選択します。

■

［追加/削除］をクリックします。

■

アンインストールウィザードの指示に従います。

新しい Cluster Manager をインストールします。
p.269 の 「Windows システムでの Java コンソールのインストール」 を参照してくださ
い。

VCS Simulator のインストール
VCS シミュレータは、Java コンソールやコマンドラインから管理できます。VCS Simulator
のソフトウェアの必要条件を確認してください。

VCS Simulator のソフトウェアの必要条件
VCS Simulator は、次の OS でサポートされています。
■

Windows XP、Windows 2003

メモ: 使っているオペレーションシステムが JRE 1.5 をサポートすることを確認してくださ
い。

Windows システムでの VCS Simulator のインストール
この項では、Windows システムに VCS Simulator をインストールする手順について説
明します。
Windows システムに VCS Simulator をインストールするには

1

VCS Simulator を次の場所から一時ディレクトリにダウンロードします。
http://www.symantec.com/business/cluster-server。その後、［Utilities］をク
リックします。

2

インストーラファイルをダブルクリックします。
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3

［Welcome］画面の情報を読み、［Next］をクリックします。

4

［Destination Folder］ダイアログボックスで［Next］をクリックしてデフォルトのインス
トールパスを使うか、［Change . . .］をクリックして別の場所を選択します。

5

［Ready to Install the Program］ダイアログボックスで、選択内容に変更を加える
場合は［Back］、インストールを続行する場合は［Install］をクリックします。

6

［InstallShield Wizard Completed］ダイアログボックスで［Finish］をクリックします。

インストールの確認
VCS Simulator は、システムに Cluster Manager（Java コンソール）と Simulator バイ
ナリをインストールします。Simulator をインストールすると、次のディレクトリが作成され
ます。
ディレクトリ

内容

attrpool

VCS オブジェクトに関連付けられている属性に関する情報

bin

VCS Simulator のバイナリ

default_clus

デフォルトのクラスタ設定のファイル

sample_clus

クラスタ設定の例。新しいクラスタ設定を作成するときのテンプレートとし
て使えます

templates

Java コンソールによって使われる様々なテンプレート

types

すべての対応プラットフォームの types.cf ファイル

conf

呼び出される types が含まれた別のディレクトリ。このディレクトリには、
Simulator にとって役立つ各種のリソースタイプ定義が格納されていま
す。タイプ定義ファイルは、プラットフォーム固有のサブディレクトリの中に
存在します。

また、VCS Simulator は、様々なクラスタ設定用のディレクトリをインストールします。
VCS Simulator では、シミュレートした新しいクラスタごとにディレクトリが作成され、
sample_clus ディレクトリの内容がそこにコピーされます。また、クラスタに関連のあるログ
を記録するためのログディレクトリが各クラスタディレクトリ内に作成されます。

VCS Simulator のアップグレード
VCS Simulator をアップグレードするには、次の手順を使用します。
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Windows クライアントで VCS Simulator をアップグレードするには

1

VCS Simulator のすべてのインスタンスを停止します。

2

VCS Simulator を実行中の場合は停止します。

3

システムから VCS Simulator を削除します。

4

■

コントロールパネルで、［プログラムの追加と削除］をダブルクリックします。

■

［VCS Simulator］を選択します。

■

［追加/削除］をクリックします。

■

アンインストールウィザードの指示に従います。

新しい Simulator をインストールします。
p.270 の 「Windows システムでの VCS Simulator のインストール」 を参照してくだ
さい。

VCS エージェントのアップグレード
installvcs プログラムは、DB2、Oracle、Sybase 用の VCS エージェントをアップグレード
しません。これらのエージェントの以前のバージョンがクラスタにインストールされている場
合は、以前のバージョンのエージェントをアンインストールし、バージョン 5.1 のエージェ
ントを手動でインストールする必要があります。
Veritas Cluster Server 製品インストーラには、付属パッケージとして DB2、Oracle、
Sybase 用の VCS エージェントが含まれています。
VCS エージェントをアップグレードするには

1

インストールの前に、スーパーユーザーとしてログインします。ディスクをマウントし、
ファイルをインストール用の一時フォルダにコピーします。

2

次のコマンドを使って、VCS エージェントのパッケージをインストールします。
# rpm -ivh VRTSvcsea-5.1.00.00-GA_dist.arch.rpm

ここで、dist はオペレーティングシステムであり、値 RHEL 5、SLES 10、または SLES
11 を取ります。
arch はアーキテクチャです。これは RHEL5、SLES 10、SLES11 の場合は値 x86_64
を取ります。
アップグレードするエージェントについて詳しくは、エージェントのインストール/設定ガイ
ドを参照してください。
VCS 5.1 に付属するエージェントのサポート対象のバージョンについては、『Veritas
Cluster Server リリースノート』を参照してください。
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この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS インストールの確認について

■

LLT と GAB の設定ファイルについて

■

クラスタ UUID について

■

VCS 設定ファイルについて

■

LLT、GAB、VCS の各設定ファイルの確認

■

LLT、GAB、クラスタの動作の検証

VCS インストールの確認について
VCS のインストールと設定完了後、インストールプロセスでインストールまたは修正された
重要な VCS 設定ファイルの内容を点検できます。これらのファイルは、ユーザーが入力
した情報に基づく設定を反映しています。また LLT、GAB とクラスタの状態を確認する
VCS コマンドを実行できます。

LLT と GAB の設定ファイルについて
LLT と GAB は、VCS の通信サービスです。LLT には、/etc/llthosts ファイルと /etc/llttab
ファイルが必要です。GAB には、/etc/gabtab ファイルが必要です。
また、LLT と GAB には、初期化設定ファイルが必要です。
■

/etc/sysconfig/llt

■

/etc/sysconfig/gab

これらの LLT と GAB の設定ファイルに含まれている情報は次のとおりです。
■

/etc/sysconfig/llt ファイル
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このファイルは LLT の開始と停止の環境変数を格納します。
■

LLT_START は、システム再起動後の LLT モジュールの起動動作を定義します。
有効な値は次のとおりです。
1 は、LLT の起動が有効になっていることを示します。
0 は、LLT の起動が無効になっていることを示します。

LLT_STOP は、システムシャットダウン時の LLT モジュールのシャットダウン動作
を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、LLT のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、LLT のシャットダウンが無効になっていることを示します。
VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を必ず 1 に設定してくださ
い。
■

■

/etc/llthosts ファイル
llthosts ファイルは、システムごとの 1 つのエントリを持つデータベースです。この
ファイルは LLT のホスト名と LLT のシステム ID（最初のカラム）をリンクします。この
ファイルは、クラスタ内の各ノードで同一にする必要があります。ファイルの内容が不
一致の場合、クラスタで予測できない動作が発生することがあります。
たとえば、ファイル /etc/llthosts には次のようなエントリが含まれます。
0
1

■

galaxy
nebula

/etc/llttab ファイル
ファイル llttab には、インストール時に入力し、lltconfig（1M） で使用するクラスタ
情報が定義されています。インストール後、このファイルには、特定のシステムに対応
する LLT ネットワークリンクが一覧表示されます。
set-node galaxy
set-cluster 2
link eth1 eth1 - ether - link eth2 eth2 - ether - -

たとえば、ファイル /etc/llttab には次のようなエントリが含まれます。
set-node galaxy
set-cluster 2
link eth1 eth-00:04:23:AC:12:C4 - ether - link eth2 eth-00:04:23:AC:12:C5 - ether - -

統合インターフェースを使うと、ファイルには eth-MAC_address の代わりに統合イン
ターフェースの名前が記載されます。
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先頭の行はシステムを識別するためのものです。2 行目は、クラスタを識別するため
のものです（インストーラを使った場合、クラスタ ID として設定した値）。次の 2 つの行
は link コマンドから始まります。これらの行は LLT のプロトコルが使う 2 つのネット
ワークカードを識別します。
LLT の下で優先度が低いリンクを設定すると、ファイルには「link-lopri」の行も追加
されます。
LLT の設定ファイルの編集方法について詳しくは llttab（4）のマニュアルページを
参照してください。このマニュアルページには、llttab ファイルのパラメータについ
ての解説があります。
■

/etc/sysconfig/gab ファイル
このファイルは GAB の開始と停止の環境変数を格納します。
■

GAB_START は、システム再起動後の GAB モジュールの起動動作を定義しま
す。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB の起動が有効になっていることを示します。
0 は、GAB の起動が無効になっていることを示します。

GAB_STOP は、システムシャットダウン時の GAB モジュールのシャットダウン動
作を定義します。有効な値は次のとおりです。
1 は、GAB のシャットダウンが有効になっていることを示します。
0 は、GAB のシャットダウンが無効になっていることを示します。
VCS の設定の終わりに、インストーラはこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定した場合は、これらの環境変数の値を必ず 1 に設定してくださ
い。
■

■

/etc/gabtab ファイル
VCS のインストールを終了した時点で、/etc/gabtab ファイルには、GAB ドライバを使
うための gabconfig（1）コマンドが設定されています。
/etc/gabtab ファイルには、次のような行が含まれます。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションにより、使用するドライバを設定します。-nN は、クラスタが形成されるの

に最小限必要なノード数 N を指定します。シマンテック社では、N がクラスタのノード
の合計数になるように設定することをお勧めします。
メモ: /sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧めしません。-c
-x を使うとスプリットブレイン状態になる場合があります。
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クラスタ UUID について
クラスタ UUID が存在することを確認できます。
クラスタ UUID を確認するには
◆

プロンプトから、more コマンドを実行します。
more /etc/vx/.uuids/clusuuid

VCS 設定ファイルについて
VCS の設定ファイルは次のとおりです。
■

main.cf
インストーラでの VCS の設定時に、デフォルトでは /etc/VRTSvcs/conf/config フォ
ルダに VCS の設定ファイルが作成されます。main.cf ファイルには、クラスタとその
ノードを定義するための最小限の情報が含まれています。
p.277 の 「VCS クラスタの main.cf ファイルの例」 を参照してください。
p.279 の 「グローバルクラスタのためのサンプル main.cf ファイル」 を参照してくださ
い。

■

types.cf
main.cf ファイル内の include 文で指定されている types.cf ファイルは、VCS リソー
ス用の VCS 付属タイプを定義しています。types.cf ファイルも
/etc/VRTSvcs/conf/config フォルダ内にあります。
エージェントが追加されている場合、.cf という拡張子のファイル（Oracletypes.cf な
ど）が追加されていることがあります。

■

/etc/sysconfig/vcs
このファイルには VCS エンジンの起動と停止の環境変数が格納されています。
■

VCS_START - システムが再起動した後の VCS エンジンの起動動作を定義しま
す。有効な値は次のとおりです。
1 - VCS エンジンの起動が有効になっていることを示します。
0 - VCS エンジンの起動が無効になっていることを示します。

VCS_STOP - システム停止時の VCS エンジンの停止動作を定義します。有効な
値は次のとおりです。
1 - VCS エンジンの停止が有効になっていることを示します。
0 - VCS エンジンの停止が無効になっていることを示します。
インストーラは VCS の設定の終了時にこれらの変数の値を 1 に設定します。
手動で VCS を設定する場合は、これらの環境変数の値を 1 に設定する必要がありま
す。
■
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VCS のインストールと設定を終了した後の VCS 設定ファイルについて、次の点に注意し
てください。
■

クラスタの定義には、設定中に指定したクラスタ情報が含まれています。この定義に
は、クラスタ名、クラスタアドレス、クラスタのユーザー名と管理者名が含まれます。
クラスタは、UserNames 属性を持っていることに注意してください。installvcs プログ
ラムは、暗号化されたパスワードを持つユーザー admin を作成します。デフォルトで
作成される admin ユーザーのパスワードは、password です。

■

VCS にオプションの I/O フェンシング機能を設定した場合は、UseFence=SCSI3 属
性が含まれます。

■

クラスタをセキュアモードで設定した場合、main.cf には、VxSS サービスグループと
「SecureClus = 1」のクラスタ属性が含まれます。

■

仮想 IP、SMTP、SNMP、またはグローバルクラスタオプションを設定した場合、
installvcs プログラムは ClusterService サービスグループを作成します。
このサービスグループには次の特性もあります。
■

グループには IP リソースと NIC リソースが含まれています。

■

ClusterService サービスグループには、notifier リソースも設定されています。こ
の設定は、installvcs プログラム実行時にユーザーが入力した情報を基にしてい
ます。

■

installvcs プログラムは、リソース依存関係ツリーも作成します。

■

グローバルなクラスタを設定した場合、ClusterService サービスグループにはア
プリケーションのリソース、wac（Wide Area Connector）が含まれています。この
リソースの属性には、グローバルなクラスタ環境でクラスタを制御するための定義
が含まれています。
VCS グローバルクラスタの管理については『Veritas Cluster Server 管理者ガイ
ド』を参照してください。

Linux システムのための設定の概念と main.cf および types.cf ファイルについては
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

VCS クラスタの main.cf ファイルの例
次に、セキュアモードのクラスタ用の main.cf ファイルの例を示します。
include
include
include
include
include

"types.cf"
"OracleTypes.cf"
"OracleASMTypes.cf"
"Db2udbTypes.cf"
"SybaseTypes.cf"
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cluster vcs_cluster2 (
UserNames = { admin = cDRpdxPmHpzS, smith = dKLhKJkHLh }
ClusterAddress = "192.168.1.16"
Administrators = { admin, smith }
CounterInterval = 5
SecureClus = 1
)
system galaxy (
)
system nebula (
)
group ClusterService (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
UserStrGlobal = "LocalCluster@https://10.182.2.76:8443;"
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
IP webip (
Device = eth0
Address = "192.168.1.16"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = eth0
NetworkHosts = { "192.168.1.17", "192.168.1.18" }
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { "saturn" = Error, "jupiter" = SevereError }
SmtpServer = "smtp.example.com"
SmtpRecipients = { "ozzie@example.com" = Warning,
"harriet@example.com" = Error }
)
webip requires csgnic
ntfr requires csgnic
// resource dependency tree
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//
//
//
//
//
//
//
// }

group ClusterService
{
NotifierMngr ntfr
{
NIC csgnic
}

group VxSS (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
Parallel = 1
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)

// resource dependency tree
//
// group VxSS
// {
// Phantom phantom_vxss
// ProcessOnOnly vxatd
// }

グローバルクラスタのためのサンプル main.cf ファイル
グローバルクラスタオプションを使用して VCS をインストールした場合は、ClusterService
のグループがまたアプリケーションのリソース wac を含んでいることを確認します。wac の
リソースはグローバルクラスタ環境のクラスタを制御するために必要です。
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.
.
group ClusterService (
SystemList = { galaxy = 0, nebula = 1 }
UserStrGlobal = "LocalCluster@https://10.182.2.78:8443;"
AutoStartList = { galaxy, nebula }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
.
.

次に示す main.cf ファイルの例では、グローバルクラスタ固有のエンティティを太字で強
調表示しています。
include "types.cf"
cluster vcs03 (
ClusterAddress = "10.182.13.50"
SecureClus = 1
)
system sysA (
)
system sysB (
)
system sysC (
)
group ClusterService (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1, sysC = 2 }
AutoStartList = { sysA, sysB, sysC }
OnlineRetryLimit = 3
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OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = eth0
Address = "10.182.13.50"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = eth0
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { vcslab4079 = SevereError }
SmtpServer = "smtp.veritas.com"
SmtpRecipients = { "johndoe@veritas.com" = SevereError }
)
gcoip requires csgnic
ntfr requires csgnic
wac requires gcoip
// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
NotifierMngr ntfr
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//

Application wac

//

{

//

IP gcoip

//

{
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//

NIC csgnic

//

}

//

}

//

}

group VxSS (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1, sysC = 2 }
Parallel = 1
AutoStartList = { sysA, sysB, sysC }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)
// resource dependency tree
//
//
group VxSS
//
{
//
Phantom phantom_vxss
//
ProcessOnOnly vxatd
//
}

LLT、GAB、VCS の各設定ファイルの確認
VCS のインストールと設定を行ったときに入力した情報が、LLT、GAB、VCS の各設定
ファイルに含まれていることを確認します。
LLT、GAB、VCS の各設定ファイルを確認するには

1

次の設定ファイルの場所に移動します。
■

LLT
/etc/llthosts
/etc/llttab

■

GAB
/etc/gabtab
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■

2

VCS
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf

設定ファイルのコンテンツを確認します。
p.273 の 「LLT と GAB の設定ファイルについて」 を参照してください。
p.276 の 「VCS 設定ファイルについて」 を参照してください。

LLT、GAB、クラスタの動作の検証
VCS コマンドを使用して、LLT、GAB、クラスタの動作を検証します。
LLT、GAB、クラスタの動作を検証するには

1

クラスタ内の任意のノードに、スーパーユーザーとしてログインします。

2

VCS コマンドを実行するために PATH 環境変数が設定されていることを確かめま
す。
p.58 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

3

LLT の動作を検証します。
p.283 の 「LLT の検証方法」 を参照してください。

4

GAB の動作を検証します。
p.286 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

5

クラスタの動作を検証します。
p.288 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。

LLT の検証方法
lltstat コマンドを使って LLT のリンクが動作していることを確認します。LLT が正しく

設定されれば、このコマンドはクラスタのすべてのノードを表示します。このコマンドは、こ
のコマンドを入力したノードの LLT のリンクに関する情報も返します。
詳しくは lltstat（1M）のマニュアルページを参照してください。
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LLT を確認するには

1

ノード galaxy のスーパーユーザーとしてログインします。

2

LLT の状態を表示するには、galaxy 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

galaxy の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
*0 galaxy
OPEN
1 nebula
OPEN

Links
2
2

各ノードに 2 つのリンクがあり、各ノードは OPEN 状態にあります。アスタリスク（*）は
コマンドを実行したノードを表します。
LLT が動作していない場合、コマンドから LLT リンク情報は返りません。1 つのネッ
トワークのみが接続している場合、コマンドからは次の LLT 統計情報が返ります。
LLT node information:
Node
* 0 galaxy
1 nebula
2 saturn

State
OPEN
OPEN
OPEN

Links
2
2
1

3

ノード nebula のスーパーユーザーとしてログインします。

4

LLT の状態を表示するには、nebula 上で lltstat コマンドを実行します。
lltstat -n

nebula の出力は次のようになります。
LLT node information:
Node
State
0 galaxy
OPEN
*1 nebula
OPEN

5

Links
2
2

LLT についての追加情報を表示するには、各ノードで lltstat -nvv コマンドを実
行します。
たとえば、2 ノードのクラスタのノード galaxy で次のコマンドを実行します。
lltstat -nvv | more

galaxy の出力は次のようになります。
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Node
*0 galaxy

1 nebula

2

State
OPEN

Link

Status

Address

eth1 UP
eth2 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:34

eth1 UP
eth2 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

OPEN

CONNWAIT
eth1 DOWN
eth2 DOWN

3

CONNWAIT
eth1 DOWN
eth2 DOWN

.
.
.
31

CONNWAIT
eth1 DOWN
eth2 DOWN

出力には 32 のノードが表示されていることに注意してください。このコマンドは、実
在しないノードの詳細と共に、クラスタの 2 つのノード galaxy と nebula の状態を報
告します。
正しく設定された各ノードでは、情報は次を示します。
■

OPEN 状態

■

各リンクの UP 状態

■

各リンクの MAC アドレス
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ただし、この例の出力では、このノード nebula に対して異なる詳細が示されていま
す。プライベートネットワークの接続が切断されているか、または /etc/llttab のファ
イルの情報が不正です。

6

LLT に開いているポートに関する情報を取得するには、任意のノードで lltstat
-p と入力します。
たとえば、2 ノード クラスタのノード galaxy で lltstat -p を入力します。
lltstat -p

出力は次のようになります。
LLT port information:
Port Usage
Cookie
0
gab
0x0
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29 30 31
connects:
0 1
7
gab
0x7
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29 30 31
connects:
0 1
31
gab
0x1F
opens:
0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 29 30 31
connects:
0 1

GAB の検証方法
gabconfig -a コマンドを使用して GAB 操作を確認します。このコマンドでは GAB ポー

トのメンバーシップ情報が返ります。
ポートは次を示します。
ポート a

ポート b

■

ノードに GAB 通信があります

■

gen a36e0003 はランダムに生成された番号です

■

ノード 0 と 1 が接続されることをメンバーシップ 01 は示します

■

I/O フェンシングドライバが GAB のポート b に接続されることを示します

メモ: インストーラを使って VCS を設定した後、gabconfig コマンドの出力の
ポート b は I/O フェンシングが無効モードで動作していることを示します。機能を
使うために I/O フェンシングを別に設定する必要があります。
■

gen a23da40d はランダムに生成された番号です

■

ノード 0 と 1 が接続されることをメンバーシップ 01 は示します
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ポート h

■

VCS は起動しています

■

gen fd570002 はランダムに生成された番号です

■

メンバーシップ 01 は、ノード 0 と 1 が両方とも実行中の VCS であることを示しま
す

GAB について詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
GAB を検証するには

1

GAB が動作していることを確認するには、各ノードで次のコマンドを入力します。
/sbin/gabconfig -a

2

コマンドの出力を確認します。
■

GAB が動作している場合は、次の GAB ポートメンバーシップ情報が返されま
す。
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port b gen a23da40d membership 01
Port h gen fd570002 membership 01
gabconfig コマンドの出力のポート b は、I/O フェンシング機能が設定されるこ

とを示さない場合があるので注意してください。インストーラを使って VCS を設定
した後、インストーラは I/O フェンシングを無効モードで開始します。I/O フェン
シングの設定を検証するには、vxfenadm -d コマンドを使えます。
■

GAB が動作していない場合は、GAB ポートメンバーシップ情報は返されませ
ん。
GAB Port Memberships
===================================

■

1 つのネットワークのみが接続されている場合は、次の GAB ポートメンバーシッ
プ情報が返されます。
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a36e0003 membership 01
Port a gen a36e0003 jeopardy
;1
Port h gen fd570002 membership 01
Port h gen fd570002 jeopardy
;1
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クラスタの検証方法
hastatus コマンドを使用してクラスタの状態を確認します。このコマンドはシステム状態

とグループの状態を返します。
hastatus（1M）のマニュアルページを参照してください。

システム状態とその移行については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照し
てください。
クラスタを確認するには

1

クラスタの状態を確認するには、次のコマンドを入力します。
hastatus -summary

出力は次のようになります。
-- SYSTEM STATE
-- System
A
A

2

State

galaxy
nebula

RUNNING
RUNNING

-- GROUP STATE
-- Group

System

B
B

galaxy
nebula

ClusterService
ClusterService

Frozen
0
0

Probed

Y
Y

AutoDisabled

N
N

State

ONLINE
OFFLINE

コマンド出力で次の情報を確認します。
■

システム状態
システム状態の値が RUNNING の場合、クラスタは正常に起動しています。

■

ClusterService グループの状態
出力例では、グループの状態は ClusterService グループをリストし、galaxy で
は ONLINE、nebula では OFFLINE になっています。

クラスタノードの検証
hasys -display コマンドを使用して、クラスタシステムの情報を確認します。出力され

た各ノードの情報は同じようになります。
hasys（1M）のマニュアルページを参照してください。

VCS のシステム属性については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してく
ださい。
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クラスタノードを確認するには
◆

いずれかのノードで hasys -display コマンドを入力します。
hasys -display

次の例は、コマンドをノード galaxy で実行した場合の出力です。リストされる情報
は、nebula（例示なし）の場合もクラスタ内の他のどのノードの場合も同様です。
#System

属性

Value

galaxy

AgentsStopped

0

galaxy

AvailableCapacity

100

galaxy

CPUUsage

0

galaxy

CPUUsageMonitoring

Enabled 0 ActionThreshold 0
ActionTimeLimit 0 Action NONE
NotifyThreshold 0 NotifyTimeLimit 0

galaxy

Capacity

100

galaxy

ConfigBlockCount

217

galaxy

ConfigCheckSum

62335

galaxy

ConfigDiskState

CURRENT

galaxy

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

galaxy

ConfigInfoCnt

0

galaxy

ConfigModDate

Wed 14 Oct 2009 17:22:48

galaxy

ConnectorState

Down

galaxy

CurrentLimits

galaxy

DiskHbStatus

galaxy

DynamicLoad

0

galaxy

EngineRestarted

0

galaxy

EngineVersion

5.1.00.0

galaxy

Frozen

0

galaxy

GUIIPAddr
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#System

属性

Value

galaxy

HostUtilization

CPU 0 Swap 0

galaxy

LLTNodeId

0

galaxy

LicenseType

DEMO

galaxy

Limits

galaxy

LinkHbStatus

link2 UP link3 UP

galaxy

LoadTimeCounter

0

galaxy

LoadTimeThreshold

600

galaxy

LoadWarningLevel

80

galaxy

NoAutoDisable

0

galaxy

NodeId

0

galaxy

OnGrpCnt

1

galaxy

ShutdownTimeout

600

galaxy

SourceFile

./main.cf

galaxy

SysInfo

Linux:galaxy.example.com,#1
SMP Wed Dec 17 11:41:38 EST
2008,2.6.18-128.el5,x86_64

galaxy

SysName

galaxy

galaxy

SysState

RUNNING

galaxy

SystemLocation

galaxy

SystemOwner

galaxy

TFrozen

0

galaxy

TRSE

0

galaxy

UpDownState

Up

galaxy

UserInt

0

galaxy

UserStr

galaxy

VCSFeatures

DR
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#System

属性

Value

galaxy

VCSMode

VCS
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9
VCS のアンインストール

■

第24章 インストーラを使用した VCS のアンインストール

■

第25章 応答ファイルを使用した VCS のアンインストール
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24
インストーラを使用した VCS
のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のアンインストールの準備

■

スクリプトベースのインストーラを使った VCS 5.1 のアンインストール

■

Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のアンインストール

■

削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除

VCS のアンインストールの準備
VCS をアンインストールする前に、次の前提条件を確認します。
■

クラスタ内のノードから VCS を削除する前に、VCS に依存するアプリケーションを終
了します。例: VCS のための Java コンソールや高可用性エージェントのようなアプリ
ケーション。

■

クラスタ内の一部のノードから VCS を削除する前に、VCS をアンインストールするノー
ドのサービスグループを停止します。また、残りのノードで VCS の設定を変更する必
要があります。
p.309 の 「ノードの追加と削除について」 を参照してください。

■

VCS の設定ファイルを手動で編集した場合は、そのファイルをフォーマットし直す必
要があります。
p.61 の 「停止したクラスタの VCS 設定ファイルをフォーマットし直す」 を参照してくだ
さい。
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スクリプトベースのインストーラを使った VCS 5.1 のアン
インストール
同時にクラスタのすべてのノードで VCS をアンインストールするために uninstallvcs プ
ログラムを使用するには次の条件を満たすことが必要です。
■

システム間の通信が確立していることを確認します。デフォルトでは、アンインストーラ
で ssh が使われます。

■

クラスタのすべてのノードでスーパーユーザーとして ssh または rsh コマンドを実行
できることを確認します。

■ ssh または rsh はパスワードやパスフレーズを要求せずに動作するよう設定されてい

ることを確認します。
前提条件を満たすことができない場合は、クラスタの各ノードで uninstallvcs プログラム
を実行する必要があります。
uninstallvcs プログラムにより、すべての VCS RPMが削除されます。
この例は、VCS を uninstallvcs プログラムを使用してアンインストールする方法を示して
います。uninstallvcs プログラムは galaxy と nebula という 2 つのノードで VCS をアンイ
ンストールします。手順の例では、クラスタのすべてのノードから VCS をアンインストール
します。

VCS 5.1 RPM の削除
アンインストールプロセス中、プログラムは、現在実行されている VCS プロセスを停止し
ます。
VCS をアンインストールするには

1

VCS をアンインストールするノードで、スーパーユーザーとしてログインします。

2

uninstallvcs プログラムを起動します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./uninstallvcs

プログラムはログが作成されるディレクトリを指定します。プログラムは著作権表示と
クラスタの説明を表示します。

3

VCS をアンインストールするシステムの名前を入力します。
プログラムによってシステム検証チェックが実行され、実行中の VCS プロセスをすべ
て停止するように求められます。

4

y と入力して、すべての VCS プロセスを停止します。

プログラムは、ソフトウェアのアンインストールを続行します。
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5

uninstallvcs プログラムが次のタスクを続行したら、その出力を確認します。
■

システム間の通信を確認する。

■

各システムのインストールを調べ、アンインストールする RPM を確定する。

6

アンインストーラがプロセスを停止し、カーネルモジュールをアンロードし、RPM を削
除したら、その出力を確認します。

7

アンインストーラがすべての RPM を削除した後に作成した概略ファイルとログファイ
ルの場所を記録します。

VCS 5.1 ディスクからの uninstallvcs の実行
次のような場合は、VCS 5.1 ディスクの uninstallvcs プログラムを使う必要があります。
■

不完全なインストールの後で VCS をアンインストールする。

■

uninstallvcs プログラムが /opt/VRTS/install にない。

Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のア
ンインストール
この項では、Veritas の Web ベースのインストーラを使った VCS のアンインストールにつ
いて説明します。
VCS をアンインストールするには

1

保存したいデータを保存するために必要な手順を実行します。たとえば、設定ファ
イルのバックアップを作成します。

2

HA 設定では、ローカルシステムまたはすべてのシステムで VCS プロセスを停止し
ます。
ローカルシステムで VCS 処理を停止するには
# hastop -local

すべてのシステムで VCS 処理を停止するには
# hastop -all

3

Web ベースのインストーラを起動します。
p.146 の 「Veritas の Web ベースインストーラの起動」 を参照してください。

4

［タスクと製品を選択します（Select a task and a product）］ページで、［タスク（Task）］
ドロップダウンリストから ［製品のアンインストール（Uninstall a Product）］を選択し
ます。
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5

［製品（Product）］ドロップダウンリストから［Veritas Cluster Server］を選択し、［次
へ（Next）］をクリックします。

6

アンインストール先のシステムを指定します。1 つまたは複数のシステム名を、スペー
スで区切って入力します。［検証（Validate）］をクリックします。

7

検証が正常に完了した後、［アンインストール（Uninstall）］をクリックして選択したシ
ステム上の VCS をアンインストールします。

8

ターゲットシステムで動作しているプロセスがある場合、インストーラはプロセスを停
止します。［次へ（Next）］をクリックします。

9

インストーラがプロセスを停止した後、指定したシステムから製品が削除されます。
［次へ（Next）］をクリックします。

10 アンインストールが完了した後、ログファイルと概略ファイルの場所が表示されます。
必要に応じて、削除の状態を確認するためにファイルを表示します。

11 ［完了（Finish）］をクリックします。webinstaller で、別のタスクについてのプロンプ
トが表示されます。

削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除
この項では、CP サーバーをホストしているノードまたはクラスタから CP サーバー設定を
削除する方法について説明します。
警告: その CP サーバー設定が削除される CP サーバーを使用している VCS クラスタが
ないことを確認してください。
VRTScps パッケージの一部である設定ユーティリティを使って CP サーバー設定を削除
します。設定ユーティリティの使用時には、設定の削除スクリプトが実行され、次のタスク
が実行されます。
■

すべての CP サーバーの設定ファイルを削除する

■

CP サーバーの VCS 設定を削除する

ユーティリティとスクリプトを実行したら、ノードまたはクラスタから VCS をアンインストール
できます。
メモ: CP サーバー設定を削除するときは、設定スクリプトを CP サーバー（単一のノードま
たは SFHA クラスタ上の）ごとに 1 回のみ実行する必要があります。
設定ユーティリティは、次の手順を実行して CP サーバー設定を削除します。
■

CP サーバーのサービスグループ（CPSSG）がオンラインの場合はオフラインにする
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■
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VCS 設定から CPSSG サービスグループを削除する

次の手順は、CP サーバー設定を削除する方法について説明しています。
CP サーバー設定を削除するには

1

設定の削除スクリプトを実行するには、CP サーバー設定を削除するノードで次のコ
マンドを入力します。
root@mycps1.symantecexample.com # /opt/VRTScps/bin/configure_cps.pl

2

Veritas Coordination Point Server 設定ユーティリティが表示され、オプションメ
ニューが示されます。
VERITAS COORDINATION POINT SERVER CONFIGURATION UTILITY
=======================================================
Select one of the following:
[1] Configure Coordination Point Server on single node VCS system
[2] Configure Coordination Point Server on SFHA cluster
[3] Unconfigure Coordination Point Server

3

Coordination Point Server の設定を解除するには、オプション 3 を選択します。

4

警告が表示され、Coordination Point Server の設定を解除する操作を確認する
よう求めるメッセージが表示されます。
「y」と入力して処理を続行します。
Unconfiguring Coordination Point Server stops the vxcpserv process.
VCS clusters using this server for coordination purpose
will have one less coordination point.
Are you sure you want to bring down the cp server? (y/n)[Default:n] :y
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5

「y」を入力して処理を続行すると、CP サーバー設定の削除の進行状況を通知する
メッセージが表示されます。
CP サーバー設定の設定が解除されると、成功したことを示すメッセージが表示され
ます。
シングルノードの VCS クラスタからのメッセージの例を次に示します。
A single node VCS cluster is currently configured.
Stopping the CP server ...
Removing the CP Server from VCS configuration..
Removing resource dependencies...
Deleting the resources configured under CPSSG service group...
Deleting the CPSSG service group...
Successfully unconfigured the Veritas Coordination Point Server.

SFHA クラスタ上の CP サーバーからのメッセージの例を次に示します。
A multinode CP Server cluster is currently configured.
Stopping the CP server ...
Removing the CP Server from VCS configuration..
Removing resource dependencies...
Deleting the resources configured under CPSSG service group...
Deleting the CPSSG service group...
Successfully unconfigured the Veritas Coordination Point Server.

6

次に、CP サーバーのデータベースを削除するよう求めるメッセージが表示されます。
「y」と入力して、データベースを削除します。
次に例を示します。
Do you want to delete the CP Server database? (y/n) (Default:n) :
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7

その後、CP サーバーの設定ファイルとログファイルを削除するよう求めるメッセージ
が表示されます。「y」と入力して、これらのファイルを削除します。
次に例を示します。
Do you want to delete the CP Server configuration file
(/etc/vxcps.conf) and log files (in /var/VRTScps)? (y/n)
(Default:n) : y

8

次の hagrp -state コマンドを実行して、CPSSG リソースがノードから削除されたこ
とを確認します。
次に例を示します。
root@mycps1.symantecexample.com # hagrp -state CPSSG
VCS WARNING V-16-1-40131 Group CPSSG does not exist
in the local cluster

301

302

第 24 章 インストーラを使用した VCS のアンインストール
削除スクリプトを使った CP サーバー設定の削除

25
応答ファイルを使用した VCS
のアンインストール
この章では以下の項目について説明しています。
■

応答ファイルを使った VCS のアンインストール

■

VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数

■

VCS をアンインストールするための応答ファイルのサンプル

応答ファイルを使った VCS のアンインストール
一般に、あるクラスタで VCS のアンインストールを実行した後にインストーラによって生成
された応答ファイルは、他のクラスタで VCS をアンインストールするために使えます。
VCS の自動アンインストールを実行するには

1

VCS をアンインストールするための前提条件を満たしていることを確認してください。

2

VCS をアンインストールするクラスタシステムのいずれかに応答ファイルをコピーしま
す。
p.305 の 「VCS をアンインストールするための応答ファイルのサンプル」 を参照してく
ださい。
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3

必要に応じて、応答ファイルの変数の値を編集します。
p.304 の 「VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数」 を参照してくださ
い。

4

応答ファイルをコピーしたシステムからアンインストールを開始します。次に例を示し
ます。
# /opt/VRTS/install/installvcs -responsefile /tmp/response_file

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

VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数
表 25-1 に、VCS をアンインストールするために定義できる応答ファイルの変数の一覧を
示します。
表 25-1

VCS のアンインストールに固有の応答ファイルの変数

変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{uninstall}

スカラー

VCS RPMをアンインストールします。
（必須）

CFG{opt}{stopfail_allow}

スカラー

プロセスの停止中またはドライバのア
ンロード中にインストーラが失敗した場
合、続行するかどうかを決定します。
（オプション）

CFG{systems}

リスト

製品がアンインストールされるシステム
のリスト。
（必須）

CFG{prod}

スカラー

アンインストールされる製品を定義しま
す。
値は、VCS の場合は VCS51 です。
（必須）

CFG{opt}{keyfile}

スカラー

すべてのリモートシステムとの通信に
使う ssh キーファイルの場所を定義し
ます。
（オプション）
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変数

リスト/スカラー

説明

CFG{opt}{rsh}

スカラー

システム間の通信方法として ssh の代
わりに rsh を使う必要があることを定義
します。
（オプション）

CFG{opt}{logpath}

スカラー

ログファイルをコピーする場所を指定
します。デフォルトの場所は
/opt/VRTS/install/logs です。

メモ: 指定された logpath の場所にも、
応答ファイルと概略ファイルをコピーし
ます。
（オプション）

VCS をアンインストールするための応答ファイルのサン
プル
応答ファイルの変数と定義を見直します。
p.304 の 「VCS をアンインストールのための応答ファイルの変数」 を参照してください。
#
# Configuration Values:
#
our %CFG;
$CFG{opt}{uninstall}=1;
$CFG{prod}="VCS51";
$CFG{systems}=[ qw(galaxy nebula) ];
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10
ノードの追加と削除

■

第26章 クラスタノードの追加と削除

■

第27章 シングルノードクラスタへのノードの追加
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26
クラスタノードの追加と削除
この章では以下の項目について説明しています。
■

ノードの追加と削除について

■

VCS インストーラを使ったノードの追加

■

手動によるクラスタへのノードの追加

■

クラスタからのノードの削除

ノードの追加と削除について
VCS をインストールしてクラスタを作成したら、クラスタにノードを追加したり、クラスタから
ノードを削除したりできます。最大 32 のノードからなるクラスタを作成できます。

VCS インストーラを使ったノードの追加
VCS インストーラは次のタスクを実行します。
■

ノードと既存のクラスタが通信条件を満たしていることを検証する。

■

新しいノードにインストールされている製品とパッケージを検証する。

■

新しいノードでネットワークインターフェースを検出し、インターフェース設定を確認す
る。

■

新しいノードで次のファイルを作成する。
/etc/llttab
/etc/VRTSvcs/conf/sysname

■

次の設定ファイルを更新し、新しいノードにコピーする。
/etc/llthosts
/etc/gabtab
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/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf
■

既存のクラスタから新しいノードに次のファイルをコピーする
/etc/vxfenmode
/etc/vxfendg
/etc/vx/.uuids/clusuuid
/etc/sysconfig/llt
/etc/sysconfig/gab
/etc/sysconfig/vxfen

■

既存のクラスタがセキュアクラスタである場合、新しいノードでセキュリティを設定する。

■

既存のクラスタで使っているフェンシングモードに応じて、ディスクベースのフェンシン
グまたはサーバーベースのフェンシングを設定する。

プロセスが終了すると、新しいノードが VCS クラスタに加わります。
メモ: 既存のクラスタでサーバーベースフェンシングを設定している場合、CP サーバーに
新しいノードのエントリがないことを確認してください。すでに新しいノードのエントリが CP
サーバーにある場合は、ノードをクラスタに追加する前にこれらのエントリを削除してくだ
さい。削除しないと、プロセスは失敗しエラーになる場合があります。
VCS インストーラを使って既存の VCS クラスタにノードを追加するには

1

既存のクラスタのいずれかのノードに root ユーザーとしてログインします。

2

-addnode オプションを指定して VCS インストーラを実行します。
# cd /opt/VRTS/install
# ./installvcs -addnode

インストーラにより、著作権メッセージと、一時インストールログの格納場所が表示さ
れます。

3

既存の VCS クラスタ内のノードの名前を入力します。インストーラはノード情報を使っ
て、既存のクラスタを識別します。
Enter a node name in the VCS cluster to which
you want to add a node: galaxy

4

クラスタ情報を表示し確認します。
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5

新しいノードとしてクラスタに追加するシステムの名前を入力します。
Enter the system names separated by spaces
to add to the cluster: saturn

インストーラは、ノードにインストールされた製品とパッケージを調べ、ネットワークイ
ンターフェースを検出します。

6

第 1 プライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの名
前を入力します。
メモ: 新しいノードのプライベート相互接続に使われるネットワークインターフェース
名は、クラスタ内の既存のノードと同じ名前にする必要があります。新しいノードの
LLT 設定は、既存のクラスタと同じ設定にする必要があります。
Enter the NIC for the first private heartbeat
link on saturn: [b,q,?] eth1

7

y を入力して、第 2 プライベートハートビートリンクを設定します。
メモ: クラスタの高可用性を確保するために、少なくとも 2 つのプライベートハートビー
トリンクを設定する必要があります。
Would you like to configure a second private
heartbeat link? [y,n,q,b,?] (y)

8

第 2 プライベートハートビートリンクとして設定するネットワークインターフェースの名
前を入力します。
Enter the NIC for the second private heartbeat link
on saturn: [b,q,?] eth2

9

既存のクラスタで設定されている LLT リンクの数に応じて、新しいノードに対して追
加プライベートハートビートリンクを設定します。
インストーラは、ネットワークインターフェース設定を検証し、情報を表示します。

10 情報を表示し確認します。
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11 既存のクラスタの SMTP、SNMP、またはグローバルクラスタオプションを設定した場
合、新しいノードの NIC 情報を求めるメッセージが表示されます。
Enter the NIC for VCS to use on saturn: eth3

12 既存のクラスタがセキュアモードでサーバーベースのフェンシングを使っている場
合、次のインストーラプロンプトに対して応答を入力します。
CP サーバーとクライアントの VCS クラスタで別々のルートブローカーを使っている
場合は、y を入力して別々のルートブローカーを使っていることを確認します。イン
ストーラは、クラスタに追加される新しいノードと、CP サーバーの認証ブローカーと
の間で信頼の確立を試みます。
Are you using different Root Brokers for the CP Server(s) and the
client cluster? (If so then installer will try to establish trust
between the new node(s) being added and CP Server's
Authentication Broker) [y,n,q] (n) y

いずれかの CP サーバーに使われる認証ブローカーのホスト名を入力します。
Enter hostname of the Authentication Broker being used for any one
of the CP Server(s): [b] mycps1.symantecexample.com

CP サーバーの認証ブローカーが新しいノードと信頼を確立するために応答準備す
るポート番号を入力します。
Enter the port where the Authentication Broker
mycps1.symantecexample.com for the CP Server(s) is listening
for establishing trust: [b] (2821)

手動によるクラスタへのノードの追加
クラスタに追加するシステムは、ハードウェアとソフトウェアの必要条件を満たしている必
要があります。
p.31 の 「ハードウェアの必要条件」 を参照してください。
クラスタの追加に必要なタスクを 表 26-1 に示します。この例は、すでに存在するノード
galaxy と nebula にノード saturn を追加する方法を示しています。
表 26-1

クラスタにノードを追加する場合に必要なタスク

タスク

参照

ハードウェアを設定する。

p.313 の 「ハードウェアの設定」 を参照してください。
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タスク

参照

ソフトウェアを手動でインス
トールする。

p.183 の 「手動インストールの準備」 を参照してください。

ライセンスキーを追加する。

p.189 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照
してください。

p.187 の 「手動インストールにおける VCS RPM のインストール」 を
参照してください。

既存のクラスタがセキュア
p.315 の 「セキュアモードで実行するノードの設定」 を参照してくだ
モードで実行されている場合 さい。
は、セキュアモードで実行す
るように新しいノードを設定す
る。
LLT と GAB を設定する。

p.317 の 「LLT と GAB の設定」 を参照してください。

既存のクラスタが I/O フェン p.319 の 「新しいノードでの I/O フェンシングの設定」 を参照してく
シング用に設定されている場 ださい。
合、新しいノードで I/O フェン
シングを設定する。
既存のクラスタにノードを追加 p.324 の 「既存のクラスタへのノードの追加」 を参照してください。
する。
VCS を起動し、クラスタを検
証する。

p.325 の 「VCS の起動とクラスタの検証」 を参照してください。

ハードウェアの設定
図 26-1では、既存のクラスタに新しいシステムを設定する前に、クラスタにシステムを物
理的に追加する必要があることを示します。
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図 26-1

2 つのスイッチを使った、2 ノードクラスタへのノードの追加

パブリックネットワーク

プライベート
ネットワーク

新しいノード:
saturn

ハードウェアを設定するには

1

VCS プライベートネットワーク用イーサネットコントローラを接続します。
必要に応じて次のタスクを実行します。
■

2 ノードクラスタにノードを追加するとき、プライベートネットワーク接続のための
独立したスイッチまたはハブを使用します。2 ノードのクラスタにはクロスオーバー
ケーブルのみを使うことができます。そのためスイッチまたはハブのケーブルを
スワップアウトしなければならないことがあります。

■

すでに独立したハブを使っている場合は、新しいノードの 2 つのイーサネットコ
ントローラをその独立したハブに接続します。

図 26-1 は、2 つの独立したハブを使って、既存の 2 ノードクラスタに新しいノードを
追加している様子を示しています。

2

必要に応じて、システムを共有ストレージに接続します。

ノード追加時の手動による VCS ソフトウェアのインストール
VCS 5.1 RPMを手動でインストールし、ライセンスキーを追加します。
詳しくは、次の項を参照してください。
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■

p.189 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

セキュアモードで実行するノードの設定
セキュアモードで実行中のクラスタにノードを追加する場合に限り、この手順を実行する
必要があります。セキュアモードで実行されていないクラスタにノードを追加する場合は、
LLT と GAB の設定に進みます。
p.317 の 「LLT と GAB の設定」 を参照してください。
表 26-2 は、以降のコマンド例で使用する各種情報についての説明です。
表 26-2

コマンド例の各種定義

名前

完全修飾ホスト名（FQHN） 機能

saturn

saturn.nodes.example.com

クラスタに追加する新しいノー
ド。

RB1

RB1.brokers.example.com

クラスタのルートブローカー

RB2

RB2.brokers.example.com

クラスタの RB ではない別の
ルートブローカー

ノードの既存のセキュリティセットアップを確認するには

1

ノード saturn がルートブローカーに属する認証ブローカー（AB）として設定されて
いる場合は、次の手順を実行します。そうでなければ、ノード saturn の認証ブロー
カーの設定に進みます。
p.316 の 「ノード saturn の認証ブローカーの設定」 を参照してください。

2

次のコマンドを使用して、ノード saturn が属するルートブローカーを調べます。
# vssregctl -l -q -b ¥
"Security¥Authentication¥Authentication Broker" ¥
-k "BrokerName"

3

ノード saturn がルートブローカー RB1 にすでに属する場合、そのノードはクラスタ
の一部として設定されます。VCS に関係するセキュリティ設定の準備に進みます。
p.317 の 「VCS 関連のセキュリティの設定を準備する」 を参照してください。

4

ノード saturn が異なるルートブローカー（たとえば RB2）に属する場合は、次の手
順に従って、ノード saturn からセキュリティのクレデンシャルを削除します。
■

/opt/VRTSat/bin/vxatd プロセスを終了する。

■

RB2 がノード saturn の AB に指定したクレデンシャルを削除する。
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# vssat deletecred --domain type:domainname ¥
--prplname prplname

次に例を示します。
# vssat deletecred --domain vx:root@RB2.brokers.example.com ¥
--prplname saturn.nodes.example.com

ノード saturn の認証ブローカーの設定
ノード saturn の新しい認証ブローカー（AB）を設定します。この AB はルートブローカー
RB1 に属します。
ノード saturn の認証ブローカーを設定するには

1

ルートブローカー RB1 でノード saturn のプリンシパルを作成します。ルートブロー
カー RB1 で次のコマンドを実行します。
# vssat addprpl --pdrtype root --domain domainname ¥
--prplname prplname --password password ¥
--prpltype service

次に例を示します。
# vssat addprpl --pdrtype root ¥
--domain root@RB1.brokers.example.com ¥
--prplname saturn.nodes.example.com ¥
--password flurbdicate --prpltype service

2

ノード saturn と RB1 の間にクロックスキューがないことを確認します。

3

RB1 からノード saturn に /opt/VRTSat/bin/root_hash ファイルをコピーします。
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4

ノード saturn の AB を、RB1 に通信するように設定します。
# vxatd -o -a -n prplname -p password -x vx -y domainname -q ¥
rootbroker -z 2821 -h roothash_file_path

次に例を示します。
# vxatd -o -a -n saturn.nodes.example.com -p flurbdicate ¥
-x vx -y root@RB1.brokers.example.com -q RB1 ¥
-z 2821 -h roothash_file_path

5

AB が正しく設定されていることを確認します。
#

vssat showbrokermode

このコマンドは 1 を返し、モードが AB であることを示します。

VCS 関連のセキュリティの設定を準備する
VCS 関連のセキュリティの設定を準備するには、次の手順を実行します。
VCS 関連のセキュリティの設定を準備する

1

/opt/VRTSat/bin/vxatd プロセスを開始します。

2

VCS の HA_SERVICES ドメインを作成します。
# vssat createpd --pdrtype ab --domain HA_SERVICES

3

VCS と Web サーバーのプリンシパルをノード saturn の AB に追加します。
# vssat addprpl --pdrtype ab --domain HA_SERVICES --prplname
webserver_VCS_prplname --password new_password --prpltype
service --can_proxy

4

/etc/VRTSvcs/conf/config/.secure ファイルを作成します。
# touch /etc/VRTSvcs/conf/config/.secure

LLT と GAB の設定
新しいノードに LLT と GAB の設定ファイルを作成し、既存のノード上にあるファイルを更
新します。
LLT を設定するには

1

新しいノードで、/etc/llthosts ファイルを作成します。また、クラスタ内の現在のノー
ドの各ファイルもアップグレードする必要があります。
たとえば、galaxy と nebula で構成されたクラスタに saturn を追加するとします。
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■

いずれかの既存ノードのファイルが次のようになっていた場合は、
0 galaxy
1 nebula

■

新しいノードを含むすべてのノードのファイルを、次のようにアップグレードしま
す。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

2

新しいノードで /etc/llttab ファイルを作成し、「set-node」で始まる行に新しいノー
ドが指定されていることを確認します。
既存のノードのファイル /etc/llttab を参考にできます。
次の例は、ノード saturn がクラスタ ID 2 のクラスタの新しいノードであるシステムを
示しています。
set-node saturn
set-cluster 2
link eth1 eth-00:04:23:AC:12:C4 - ether - link eth2 eth-00:04:23:AC:12:C5 - ether - -

3

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/sysconfig/llt

4

新しいシステムで、次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/llt start

GAB を設定するには

1

新しいシステムでファイル /etc/gabtab を作成します。
■

既存のノードの /etc/gabtab ファイルが次のようになっていた場合は、
/sbin/gabconfig -c

新しいノードのファイルは同じファイルです。-c -nN オプション（N はクラスタノー
ドの総数）を使うことを推奨します。
■

既存のノードの /etc/gabtab ファイルが次のようになっていた場合は、
/sbin/gabconfig -c -n2
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新しいノードを含むすべてのノードのファイルを、クラスタノードの数の変更を反
映するように変更してください。たとえば、各ノードの新しいファイルは次のように
なります。
/sbin/gabconfig -c -n3
-n フラグは、VCS が起動する前に、クラスタを形成するために必要なノードの数

を VCS に通知します。

2

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/sysconfig/gab

3

GAB を設定するには、新しいノードで次のコマンドを実行します。
# /etc/init.d/gab start

GAB を検証するには

1

新しいノードで、次のコマンドを実行します。
# /sbin/gabconfig -a

このコマンドの出力では、新しいノードを含むすべてのノードがポート a のメンバー
シップに表示されます。次に出力の例を示します。
GAB Port Memberships
====================================
Port a gen a3640003 membership 012

p.286 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。

2

他のノード（galaxy と nebula）で同じコマンドを実行して、ポート a のメンバーシップ
に新しいノードが含まれていることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
====================================
Port a gen a3640003 membership 012
Port h gen fd570002 membership 01
Port h gen fd570002
visible ; 2

新しいノードでの I/O フェンシングの設定
既存のクラスタが I/O フェンシング用に設定されている場合、新しいノードで次のタスクを
実行します。
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■

新しいノードで I/O フェンシングを設定する準備を行います。
p.320 の 「新しいノードでの I/O フェンシング設定の準備」 を参照してください。

■

既存のクラスタがサーバーベースのフェンシングを実行している場合、新しいノードで
サーバーベースのフェンシングを設定します。
p.321 の 「新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定」 を参照してくださ
い。

■

既存のノードから新しいノードに I/O フェンシングファイルをコピーし、新しいノードで
I/O フェンシングを開始します。
p.323 の 「新しいノードでの I/O フェンシングの開始」 を参照してください。

既存のクラスタが I/O フェンシング用に設定されていない場合は、既存のクラスタに新し
いノードを追加する手順を実行します。
p.324 の 「既存のクラスタへのノードの追加」 を参照してください。

新しいノードでの I/O フェンシング設定の準備
新しいノードで I/O フェンシングを設定し開始する前に、次のタスクを実行します。
新しいノードで I/O フェンシングを設定する準備を行うには

1

既存のクラスタで実行しているフェンシング機構がディスクベースかサーバーベース
かを判断します。既存のクラスタ内のいずれかのノードで、次のコマンドを実行しま
す。
# vxfenadm -d

出力のフェンシングモードが SCSI3 なら、クラスタで使われているフェンシングはディ
スクベースです。
出力のフェンシングモードが CUSTOMIZED なら、クラスタで使われているフェンシ
ングはサーバーベースです。

2

次の場合、新しいノードで VxVM（Veritas Volume Manager）をインストールし設
定します。
■

既存のクラスタでディスクベースのフェンシングを使っている。

■

既存のクラスタで、コーディネータディスクが少なくとも 1 つあるサーバーベース
のフェンシングを使っている。

既存のクラスタで、すべてのコーディネーションポイントが CP サーバーであるサー
バーベースのフェンシングを使っている場合は、この手順を実行する必要はありま
せん。
インストール手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High
Availability インストールガイド』を参照してください。
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新しいノードでのサーバーベースのフェンシングの設定
この項では、新しいノードにサーバーベースのフェンシングを設定するための手順につ
いて説明します。既存のクラスタで、設定されているサーバーベースのフェンシングのモー
ドが、セキュアモードか非セキュアモードかに応じて、次の手順のいずれかのタスクを実
行します。
■

非セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには」

■

セキュアモードでのサーバーベースのフェンシングの場合
「新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには」

新しいノードに非セキュアモードでサーバーベースのフェンシングを設定するには

1

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

2

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c clus1 -h saturn -n2
Node 2 (saturn) successfully added

3

新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a list_nodes

コマンドの出力に、新しいノードが一覧表示される必要があります。

4

各 CP サーバーに、VCS ユーザー cpsclient@saturn を追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_user -e cpsclient@saturn ¥
-f cps_operator -g vx
User cpsclient@saturn successfully added

安全に設定するには、次の手順を実行します。
新しいノードでサーバーベースのフェンシングを安全に設定するには

1

root ユーザーとして、新しいノードに VCS ユーザーとドメインを作成します。
■

次の例のようなダミーの設定ファイル /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf を作
成します。

# cat main.cf
include "types.cf"
cluster clus1 {
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SecureClus = 1
}
system saturn {
}
■

ダミーの設定ファイルを確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# /opt/VRTSvcs/bin/hacf -verify .

■

新しいノードで VCS を単一ノードモードで起動します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastart -onenode

2

新しいノードに VCS ユーザーとドメインが作成されたことを確認します。
# /opt/VRTScps/bin/cpsat showcred | grep _HA_VCS_
# /opt/VRTScps/bin/cpsat listpd -t local | grep HA_SERVICES

3

新しいノードに VCS ユーザーとドメインが正常に作成されたら、VCS を停止します。
# /opt/VRTSvcs/bin/hastop -local

4

CP サーバーと新しいノードでルートブローカーが異なる場合、次のコマンドを実行
して CP サーバーの認証ブローカーと新しいノード間の信頼を確立します。
# /usr/bin/echo y | /opt/VRTScps/bin/cpsat setuptrust ¥
-b mycps1.symantecexample.com -s high

5

各 CP サーバーに root ユーザーとしてログインします。

6

新しいノード情報で、各 CP サーバーの設定を更新します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_node -c clus1 -h saturn -n2
Node 2 (saturn) successfully added
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7
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新しいノードが CP サーバーの設定に追加されていることを確認します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com -a list_nodes

出力に新しいノードが一覧表示される必要があります。

8

VCS ユーザー _HA_VCS_saturn@HA_SERVICES@saturn.symantec.com を各
CP サーバーに追加します。
# cpsadm -s mycps1.symantecexample.com ¥
-a add_user -e _HA_VCS_ssaturn@HA_SERVICES@saturn.symantec.com ¥
-f cps_operator -g vx
User _HA_VCS_saturn@HA_SERVICES@saturn.symantec.com successfully added

vxfen サービスグループへの新しいノードの追加
vxfen サービスグループに新しいノードを追加するには、次の手順に従います。
CLI を使って vxfen グループに新しいノードを追加するには

1

既存の VCS クラスタノードのいずれかで、クラスタの設定を読み書き両用モードに
設定します。
# haconf -makerw

2

既存の vxfen グループに saturn を追加します。
# hagrp -modify vxfen SystemList -add saturn 2

3

VCS クラスタの任意のノードから次のコマンドを実行して設定を保存します。
# haconf -dump -makero

新しいノードでの I/O フェンシングの開始
既存のノードから新しいノードに I/O フェンシングファイルをコピーし、新しいノードで I/O
フェンシングを開始します。このタスクは、既存のクラスタで設定されているフェンシング
機構に基づいて I/O フェンシングを開始します。
新しいノードで I/O フェンシングを開始するには

1

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに、次の I/O フェンシング設
定ファイルをコピーします。
■

/etc/vxfenmode

■

/etc/vxfendg?このファイルはディスクベースのフェンシングにのみ必要です。
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■

2

/etc/sysconfig/vxfen

新しいノードで I/O フェンシングを開始します。
# /etc/init.d/vxfen start

3

新しいノードで GAB 設定コマンドを実行して、ポート b のメンバーシップが作成され
ていることを確認します。
# gabconfig -a

既存のクラスタへのノードの追加
クラスタ内のいずれかの既存ノードで、次の操作を行います。
既存のクラスタに新しいノードを追加するには

1

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードにクラスタ UUID をコピーしま
す。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -copy -from_sys ¥
node_name_in_running_cluster -to_sys new_sys1 ... new_sysn

ここでは、クラスタ内のノード（node_name_in_running_cluster）のクラスタ UUID
を、クラスタに参加させる new_sys1 から new_sysn までのシステムにコピーしてい
ます。

2

既存のクラスタ内のいずれかのノードから新しいノードに次のファイルをコピーしま
す。
/etc/sysconfig/vcs

3

次のコマンドを入力します。
# haconf -makerw

4

新しいシステムをクラスタに追加します。
# hasys -add saturn

5

main.cf ファイルを既存のノードから新しいノードにコピーします。
# rcp /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf ¥
saturn:/etc/VRTSvcs/conf/config/
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6

VCS 設定ファイルを確認します。エラーメッセージが表示されず、戻り値がゼロの場
合、構文は適切です。
# hacf -verify /etc/VRTSvcs/conf/config/

7

必要に応じて、追加するシステムの属性を変更します。

8

次のコマンドを入力します。
# haconf -dump -makero

VCS の起動とクラスタの検証
新しいノードをクラスタに追加したら、VCS を起動し、クラスタを検証します。
VCS を起動し、クラスタを検証するには

1

新しく追加したシステムで VCS を起動するには、次のコマンドを実行します。
# hastart

2

各ノードで GAB 設定コマンドを実行して、ポート a とポート h のメンバーシップに新
しいノードが含まれていることを確認します。
# /sbin/gabconfig -a
GAB Port Memberships
===================================
Port a gen a3640003 membership 012
Port h gen fd570002 membership 012

クラスタで I/O フェンシングを使っている場合は、GAB 出力にもポート b のメンバー
シップが表示されます。

クラスタからのノードの削除
表 26-3 は、クラスタからノードを削除する場合に必要なタスクを示しています。次の手順
例では、クラスタがノード galaxy、nebula、saturn で構成されており、クラスタからノード
saturn を切り離します。
表 26-3

ノードの削除に必要なタスク

タスク
■

設定ファイルをバックアップします。

■

ノードとサービスグループの状態を確認します。

参照
p.326 の 「ノードとサービスグループの状態
の確認」 を参照してください。
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タスク

参照

クラスタから切り離されるノード上の VCS サービス p.327 の 「VCS 設定から切り離されるノード
グループをすべて切り替えるか、または削除しま の削除」 を参照してください。
す。
■ VCS 設定からノードを削除します。
■

変更を反映するように、llthosts ファイルと gabtab ファ p.330 の 「残りの各ノードでの設定ファイル
イルを修正します。
の修正」 を参照してください。
サーバーベースの I/O フェンシングを使うように既存 p.330 の 「CP サーバーからのノード設定の
のクラスタを設定した場合は、CP サーバーからノード 削除」 を参照してください。
設定を削除します。
セキュアモードで動作しているクラスタのために、削除 p.331 の 「削除するノードからセキュリティの
するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除し クレデンシャルを削除する」 を参照してくだ
ます。
さい。
クラスタから切り離されるノード上で、次の操作を行い p.331 の 「切り離されるノードでの LLT と
ます。
GAB のアンロードと VCS の削除」 を参照
してください。
■ LLT、GAB、VCS の起動スクリプトを修正して、クラ
スタに影響を与えずにノードを再起動できるように
します。
■ LLT ユーティリティと GAB ユーティリティを設定解
除し、アンロードします。

ノードとサービスグループの状態の確認
クラスタに残すノード galaxy またはノード nebula のいずれかで、次のコマンドを実行し
て開始します。
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ノードとサービスグループの状態を確認するには

1

現在の設定ファイル main.cf のバックアップコピーを作成します。
# cp -p /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf¥
/etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf.goodcopy

2

システムとサービスグループの状態を確認します。
# hastatus -summary
--A
A
A
--B
B
B
B
B
B

SYSTEM STATE
System
State
galaxy
RUNNING
nebula
RUNNING
saturn
RUNNING
GROUP STATE
Group
System
grp1
galaxy
grp1
nebula
grp2
galaxy
grp3
nebula
grp3
saturn
grp4
saturn

Frozen
0
0
0
Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N
N
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE

hastatus コマンドの出力例は、ノード galaxy、nebula、saturn がクラスタ内のノー

ドであることを示しています。また、サービスグループ grp3 も、ノード nebula とノー
ド saturn（切り離されるノード）で動作するように設定されています。サービスグルー
プ grp4 はノード saturn のみで動作します。サービスグループ grp1 と grp2 はノー
ド saturn では動作しません。

VCS 設定から切り離されるノードの削除
クラスタからノードを削除する前にノードで実行するサービスグループを識別する必要が
あります。
それから次の処理のいずれかを実行する必要があります。
■

他のサービスグループが依存するサービスグループを削除します。

■

他のサービスグループが依存する別のノードにサービスグループを切り替えます。
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切り離されるノードからサービスグループを削除するか、切り替えるには

1

切り離されるノード上のフェールオーバーサービスグループを切り替えます。grp3
をノード saturn からノード nebula に切り替えることができます。
# hagrp -switch grp3 -to nebula

2

切り離されるノードで動作するすべてのサービスグループに関する依存関係を確認
します。たとえば、grp4 は、切り離されるノードでのみ動作します。
# hagrp -dep

3

切り離されるノード上のサービスグループが他のサービスグループを必要とする場
合、つまり、他のノード上のサービスグループの親である場合は、そのサービスグ
ループのリンクを解除します。
# haconf -makerw
# hagrp -unlink grp4 grp1

これらのコマンドを使うと、設定を編集して、grp1 に対する grp4 の必要条件を削除
できます。

4

切り離されるノードで、VCS を停止します。
# hastop -sys saturn

5

もう一度状態を確認します。切り離されるノードの状態が EXITED と表示される必要
があります。フェールオーバーが必要な任意のサービスグループが他のノードでオ
ンラインであることを確かめます。
# hastatus -summary
--A
A
A
--B
B
B
B
B
B

SYSTEM STATE
System
State
galaxy
RUNNING
nebula
RUNNING
saturn
EXITED
GROUP STATE
Group
System
grp1
galaxy
grp1
nebula
grp2
galaxy
grp3
nebula
grp3
saturn
grp4
saturn

Frozen
0
0
0
Probed
Y
Y
Y
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N
N
Y
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
OFFLINE
OFFLINE
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6

サービスグループ grp3 と grp4 の SystemList 属性から、切り離されるノードを取り
除きます。
# hagrp -modify grp3 SystemList -delete saturn
# hagrp -modify grp4 SystemList -delete saturn

7

切り離されるノードでのみ動作するサービスグループについては、リソースをグルー
プから削除した後にグループを削除します。
# hagrp -resources grp4
processx_grp4
processy_grp4
# hares -delete processx_grp4
# hares -delete processy_grp4

8

切り離されるノード上で動作するように設定されたサービスグループを削除します。
# hagrp -delete grp4

9

状態を確認します。
# hastatus -summary
--A
A
A
--B
B
B
B

SYSTEM STATE
System
State
galaxy
RUNNING
nebula
RUNNING
saturn
EXITED
GROUP STATE
Group
System
grp1
galaxy
grp1
nebula
grp2
galaxy
grp3
nebula

Frozen
0
0
0
Probed
Y
Y
Y
Y

10 クラスタからノードを削除します。
# hasys -delete saturn

11 設定を保存して、読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

AutoDisabled
N
N
N
N

State
ONLINE
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
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残りの各ノードでの設定ファイルの修正
クラスタに残す各ノードで、次の操作を行います。
残りの各ノードで設定ファイルを修正するには

1

必要に応じて、/etc/gabtab ファイルを修正します。
/sbin/gabconfig コマンドの引数が -c のみの場合はこのファイルを変更する必

要はありません。-nN オプションを使うことをお勧めします。ここで、N はクラスタシス
テムの数です。
コマンドの形式が /sbin/gabconfig -c -nN の場合（N はクラスタシステム数）は、
N がクラスタ内の実際のノード数と同数か、小さな値に変更してください。N がノード
数よりも大きいとき、GAB は自動的にシーディングしません。
/sbin/gabconfig に対して -c -x オプションを使うことはお勧めしません。

2

残りの各ノードで /etc/llthosts ファイルを修正して、切り離されるノードのエントリを
取り除きます。
次に変更の例を示します。
0 galaxy
1 nebula
2 saturn

変更後:
0 galaxy
1 nebula

CP サーバーからのノード設定の削除
VCS クラスタからノードを削除した後、次の手順を実行して、CP サーバーからそのノード
の設定を削除します。
CP サーバーからノード設定を削除するには

1

root ユーザーとして CP サーバーにログインします。

2

次のコマンドを使って、CP サーバーの VCS ユーザーのリストを表示します。
# cpsadm -s cp_server -a list_users

ここで、cp_server は、CP サーバーの仮想 IP/仮想ホスト名です。
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3

クラスタから以前に削除したノードと関連付けられている VCS ユーザーを削除しま
す。
セキュアモードの CP サーバーの場合
# cpsadm -s cp_server -a rm_user ¥
-e _HA_VCS_saturn@HA_SERVICES@saturn.nodes.example.com ¥
-f cps_operator -g vx

非セキュアモードの CP サーバーの場合
# cpsadm -s cp_server -a rm_user ¥
-e cpsclient@saturn -f cps_operator

4

CP サーバーからのノードエントリを削除します。
cpsadm -s cp_server -a rm_node

5

-g vx

-h saturn -c clus1 -n 2

CP サーバーのノードのリストを表示して、ノードエントリが削除されたことを確認しま
す。
cpsadm -s cp_server -a list_nodes

削除するノードからセキュリティのクレデンシャルを削除する
削除するノードが、セキュアモードで動作中のクラスタの一部であれば、ノード saturn か
らセキュリティのクレデンシャルを削除する必要があります。次の手順を実行します。
セキュリティのクレデンシャルを削除するには

1

/opt/VRTSat/bin/vxatd プロセスを終了します。

2

ノード saturn のルートクレデンシャルを削除します。
# vssat deletecred --domain type:domainname --prplname prplname

切り離されるノードでの LLT と GAB のアンロードと VCS の削除
クラスタから切り離されるノードで、次の操作を行います。
Storage Foundation and High Availability 製品の一部として VCS を設定している場
合、次のすべての製品を削除する前に、依存している他のRPMを削除しておく必要があ
る場合があります。
LLTおよび GAB を停止して VCS を削除するには

1

I/O フェンシングを有効モードに設定した場合、I/O フェンシングを停止します。
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# /etc/init.d/vxfen stop

2

GAB と LLT を停止します。
# /etc/init.d/gab stop
# /etc/init.d/llt stop

3

削除するRPMを決定するには、次のように入力します。
# rpm -qa | grep VRTS

4

VCS RPM をシステムから削除するには、rpm -e コマンドを使用します。まず任意
でインストールされている可能性がある次の RPM を順番に削除します。
# rpm -e VRTSvcsea
# rpm -e VRTSatServer
# rpm -e VRTSatClient
# rpm -e VRTScutil
# rpm -e VRTSvcsdr
# rpm -e VRTSvcsag
# rpm -e VRTScps
# rpm -e VRTSvcs
# rpm -e VRTSvxfen
# rpm -e VRTSgab
# rpm -e VRTSllt
# rpm -e VRTSspt
# rpm -e VRTSperl
# rpm -e VRTSvlic

5

LLT と GAB 設定ファイルを削除します。
# rm /etc/llttab
# rm /etc/gabtab
# rm /etc/llthosts

27
シングルノードクラスタへの
ノードの追加
この章では以下の項目について説明しています。
■

シングルノードクラスタへのノードの追加

シングルノードクラスタへのノードの追加
新しいクラスタ内のすべてのノード上で、同じバージョンの VCS を実行する必要がありま
す。この手順の例では、既存のシングルノードの VCS ノードをノード A とします。ノード A
と結合してマルチノードクラスタを形成するノードをノード B とします。
シングルノードクラスタにノードを追加するために必要な操作を 表 27-1 に示します。
表 27-1
タスク

シングルノードクラスタにノードを追加するためのタスク
参照

ノード B をノード A と互換性があるように設 p.334 の 「シングルノードクラスタと結合させるノードの
定する。
設定」 を参照してください。
ノード B にプライベートハートビートネッ p.335 の 「プライベートネットワーク用のイーサネットカー
トワーク用のイーサネットカードを追加 ドの取り付けと設定」 を参照してください。
する。
■ 必要に応じて、ノード A にプライベート
ハートビートネットワーク用のイーサネッ
トカードを追加する。
■ 2 つのノードをイーサネットケーブルで
接続する。
■

両方のノードを共有ストレージに接続する。 p.336 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
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タスク

参照

■

VCS をノード A 上で起動する。

■

設定ファイルを編集する。

p.336 の 「既存ノードの起動」 を参照してください。

必要に応じて、ノード B に VCS をインストー p.337 の 「ノードをシングルノードクラスタに追加する場
ルし、ライセンスキーを追加する。
合の VCS ソフトウェアの手動インストール」 を参照し
てください。
ノード B が、ノード A と同じバージョンの
VCS を実行していることを確認する。
ノード B 上で設定ファイルを編集する。

p.337 の 「設定ファイルの作成」 を参照してください。

ノード B で LLT と GAB を起動する。

p.337 の 「LLT と GAB の起動」 を参照してください。

■

ノード A で LLT と GAB を起動する。

■

ノード A で VCS を再起動する。

■

2 つのノードのサービスグループを修
正する。

■

ノード B で VCS を起動する。

■

2 ノードクラスタを検証する。

p.338 の 「既存ノードでの VCS の再設定」 を参照して
ください。

p.339 の 「両方のシステムでの設定の検証」 を参照し
てください。

シングルノードクラスタと結合させるノードの設定
VCS を実行する既存のシングルノードを結合する新しいノードでは、同じオペレーティン
グシステムを実行している必要があります。
シングルノードクラスタに結合させるノードを設定するには

1

2

次のタスクのいずれかを実行します。
■

ノード B で現在 VCS が実行されていない場合は、手順 2 に進んでください。

■

ノード B として追加しようとしているノードが現在、既存のクラスタに含まれている
場合は、そのノードをクラスタから削除してください。クラスタからノードを削除し
た後、VCS RPMと設定ファイルを削除します。
p.325 の 「クラスタからのノードの削除」 を参照してください。

■

ノード B として追加しようとしているノードも現在、単一の VCS ノードである場合
は、VCS をアンインストールします。
p.296 の 「スクリプトベースのインストーラを使った VCS 5.1 のアンインストール」
を参照してください。

■

LLT と GAB の起動ファイルの名前を変更した場合は、それらを削除します。
p.378 の 「LLT と GAB の起動ファイルの名前の変更」 を参照してください。

必要に応じて、VxVM と VxFS をインストールします。
p.335 の 「VxVM と VxFS のインストール（オプション）」 を参照してください。
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VxVM と VxFS のインストール（オプション）
クラスタオプションを備えた VxVM または VxFS が既存のノードにインストールされてい
る場合、新しいノードに同じバージョンをインストールします。
インストールされた製品のバージョンを確認するには、VxVM と VxFS のマニュアルを参
照してください。共有ストレージを使うノードで実行される製品のバージョンは必ず同じに
してください。

プライベートネットワーク用のイーサネットカードの取り付けと設定
どちらのノードにも、プライベートネットワークを有効にするイーサネットカード（NIC）が必
要です。ノード A とノード B の両方にイーサネットカードがすでに取り付けられている場
合は、この手順を無視してください。
高可用性の場合は、各ノードに別の NIC を 2 個使用します。2 つの NIC はハートビート
に冗長性を持たせます。
p.51 の 「プライベートネットワークの設定」 を参照してください。
プライベートネットワーク用のイーサネットカードを取り付けて設定するには

1

ノード A で VCS を停止します。
# hastop -local

2

ノードをシャットダウンして［OK］プロンプトを出します。
# shutdown -r now

3

ノード A にイーサネットカードを取り付けます。
集約インターフェースを使用してプライベートネットワークを設定する場合は、集約イ
ンターフェースを設定します。

4

ノード B にイーサネットカードを取り付けます。
集約インターフェースを使用してプライベートネットワークを設定する場合は、集約イ
ンターフェースを設定します。

5

両方のノードで、イーサネットカードを設定します。

6

ノード A からノード B に 2 本のイーサネットケーブルを接続してプライベートネット
ワークを形成します。

7

ノードを再起動します。
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共有ストレージの設定
ノード B から共有ストレージに接続します。ノード B で VxVM を設定し、メッセージが表
示されたらノードを再起動します。
p.55 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
p.57 の 「共有ストレージの設定: ファイバーチャネル」 を参照してください。

既存ノードの起動
ノードを起動します。
ノードを起動するには

1

ノード A を再起動します。

2

スーパーユーザーとしてログインします。

3

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw

4

現在設定されているサービスグループを表示します。
# hagrp -list

5

サービスグループをフリーズします。
# hagrp -freeze group -persistent

手順 4 でサービスグループごとにこのコマンドを繰り返します。

6

VCS の設定を読み取り専用にします。
# haconf -dump -makero

7

ノード A で VCS を停止します。
# hastop -local -force
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8

VCS システムの設定ファイル /etc/sysconfig/vcs を編集し、「-onenode」オプション
を削除します。
特定の行を変更します。
ONENODE=yes

変更後:
ONENODE=no

9

GAB と LLT の起動ファイルを使えるように有効にします。
# mv /etc/init.d/gab.old /etc/init.d/gab
# mv /etc/init.d/llt.old /etc/init.d/llt

ノードをシングルノードクラスタに追加する場合の VCS ソフトウェアの手
動インストール
VCS 5.1 RPMを手動でインストールし、ライセンスキーをインストールします。
次の項を参照してください。
■

p.183 の 「手動インストールの準備」 を参照してください。

■

p.189 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

設定ファイルの作成
クラスタの設定ファイルを作成します。
設定ファイルを作成するには

1

両方のノードを列挙した /etc/llttab ファイルを作成します。
p.198 の 「手動インストールのための /etc/llttab の設定」 を参照してください。

2

/etc/llthosts ファイルを作成します。2 ノードのクラスタ用の /etc/llthosts を設定し
ます。
p.198 の 「手動インストールのための /etc/llthosts の設定」 を参照してください。

3

/etc/gabtab ファイルを作成します。
p.200 の 「手動インストールのための GAB の設定」 を参照してください。

LLT と GAB の起動
新しいノードで、LLT と GAB を起動します。
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LLT と GAB を起動するには

1

ノード B で LLT を起動します。
# /etc/init.d/llt start

2

ノード B で GAB を起動します。
# /etc/init.d/gab start

既存ノードでの VCS の再設定
既存ノードで VCS を再設定します。
既存のノードで VCS を再設定するには

1

ノード A で、ファイル /etc/llttab、/etc/llthosts、/etc/gabtab を作成します。ノード
B で作成したファイルを参考にして、/etc/llttab をノード A 用にカスタマイズします。

2

ノード A で LLT を起動します。
# /etc/init.d/llt start

3

ノード A で GAB を起動します。
# /etc/init.d/gab start

4

クラスタのメンバーシップを確認します。
# gabconfig -a

5

既存のノードから新しいノードにクラスタ UUID をコピーします。
# /opt/VRTSvcs/bin/uuidconfig.pl -clus -copy -from_sys ¥
node_name_in_running_cluster -to_sys new_sys1 ... new_sysn

ここでは、クラスタ内のノード（node_name_in_running_cluster）のクラスタ UUID
を、クラスタに参加させる new_sys1 から new_sysn までのシステムにコピーしてい
ます。

6

ノード A で VCS を起動します。
# hastart

7

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw
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8

ノード B をクラスタに追加します。
# hasys -add sysB

9

ノード B を各サービスグループのシステムリストに追加します。
■

サービスグループを一覧表示します。
# hagrp -list

■

一覧に示された各サービスグループにノードを追加します。
# hagrp -modify group SystemList -add sysB 1

両方のシステムでの設定の検証
ノードの設定を確認します。
ノードの設定を確認するには

1

ノード B で、クラスタメンバーシップを確認します。
# gabconfig -a

2

ノード B で VCS を起動します。
# hastart

3

両方のノードで VCS が起動していることを確認します。
# hastatus

4

サービスグループを一覧表示します。
# hagrp -list

5

サービスグループをアンフリーズします。
# hagrp -unfreeze group -persistent

6

新しい 2 ノード設定を実装します。
# haconf -dump -makero
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11
インストールの参照情報

■

付録 A. VCS のインストールパッケージ

■

付録 B. インストールコマンドのオプション

■

付録 C. VCS 5.1 付属エージェントの変更点

■

付録 D. main.cf ファイルの例

■

付録 E. シングルノードへの VCS のインストール

■

付録 F. IPv4 を使った UDP 上での LLT の設定

■

付録 G. IPv6 を使った UDP 上での LLT の設定

■

付録 H. VCS インストールのトラブルシューティング

■

付録 I. CP サーバーベースの I/O フェンシングを使う VCS クラスタ設定例
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A
VCS のインストールパッケー
ジ
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Veritas Cluster Server インストールパッケージ

Veritas Cluster Server インストールパッケージ
表 A-1 は各 Veritas Cluster Server パッケージのパッケージ名とコンテンツを示します。
表 A-1

Veritas Cluster Server パッケージ

パッケージ

内容

必須またはオプション

VRTSatClient

Symantec Product Authentication オプション。Symantec Product
Service のクライアントバイナリが含ま Authentication Service の使用に
れています。
必要です。

VRTSatServer

Symantec Product Authentication オプション。Symantec Product
Service のサーバーバイナリが含ま Authentication Service の使用に
れています。
必要です。

VRTScps

Veritas Coordination Point Server オプション。Coordination Point
用のバイナリが含まれています。
Server（CPS）に必要です。
VRTSvxfen によって決まります。
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パッケージ

内容

必須またはオプション

VRTScutil

VRTScutil には、次のコンポーネン 必須
トがあります。
VRTSvcsag によって決まります。
■ Veritas Cluster Server ユーティ
リティ用のバイナリが含まれてい
ます。
■ Veritas Cluster Server 設定ウィ
ザード用のバイナリが含まれてい
ます。
■ Veritas Cluster Server
Simulator 用のバイナリが含まれ
ています。
■ Oracle および SF Oracle RAC 設
定ウィザードの Veritas エージェ
ント用のバイナリが含まれていま
す。

VRTSgab

Veritas Cluster Server グループメ 必須
ンバーシップおよび自動ブロードキャ
VRTSllt によって決まります。
ストサービス用のバイナリが含まれて
います。

VRTSllt

Veritas Cluster Server 低遅延トラン 必須
スポート用のバイナリが含まれていま
す。

VRTSperl

Veritas 用の Perl が含まれていま
す。

VRTSspt

Veritas Software Support Tools 用 必須
のバイナリが含まれています。

必須
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パッケージ

内容

必須またはオプション

VRTSvcs

VRTSvcs には、次のコンポーネント 必須
があります。
VRTSvxfen、VRTSgab、VRTSllt に
■ Veritas Cluster Server 用のバ よって決まります。
イナリが含まれています。
■ Veritas Cluster Server マニュア
ルページ用のバイナリが含まれて
います。
■ Veritas Cluster Server English
メッセージカタログ用のバイナリが
含まれています。
■ Veritas Cluster Server ユーティ
リティ用のバイナリが含まれてい
ます。これらのユーティリティには
セキュリティサービスが含まれて
います。

VRTSvcsag

Veritas Cluster Server 付属エー
必須
ジェント用のバイナリが含まれていま
VRTSvcs によって決まります。
す。
VRTSvcsdr によって決まります。

VRTSvcsdr

Veritas Cluster Server ディスク予約 必須
用のバイナリが含まれています。

VRTSvcsea

DB2、Sybase、Oracle 用の Veritas VCS のオプションDB2、Sybase また
高可用性エージェントのバイナリが含 は Oracle 用の高可用性エージェン
まれています。
トと VCS を併用する場合に必要で
す。

VRTSvlic

Symantec License Utilities 用のバ 必須
イナリが含まれています。

VRTSvxfen

Veritas I/O フェンシング用のバイナ オプション。フェンシングの使用に必
リが含まれています。
要です。
VRTSgab によって決まります。
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B
インストールコマンドのオプ
ション
この付録では以下の項目について説明しています。
■

installvcs プログラムのコマンドオプション

■

uninstallvcs プログラムのコマンドオプション

installvcs プログラムのコマンドオプション
installvcs コマンドは、次の形式を使います。
installvcs [ system1 system2... ]
[ -configure | -install | -license | -precheck | -requirements | -start
| -stop | -uninstall | -upgrade ]
[ -logpath log_path ]
[ -responsefile response_file ]
[ -tmppath tmp_path ]
[ -hostfile hostfile_path ]
[ -kickstart kickstart_path ]
[ -keyfile ssh_key_file ]
[ -patchpath patch_path ]
[ -pkgpath pkg_path ]
[ -rsh | -redirect | -installminpkgs | -installrecpkgs | -installallpkgs
| -minpkgs | -recpkgs | -allpkgs | -ha | -pkgset | -pkginfo
| -serial | -makeresponsefile | -pkgtable | -security |
-addnode | -fencing ]

表 B-1 に、installvcs コマンドのオプションを示します。
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表 B-1

installvcs のオプション

オプションの構文

説明

-addnode

指定されたノードをクラスタに追加します。このコマンドオプションを
使ってノードを追加するには、クラスタがオンラインである必要があ
ります。

-allpkgs

すべての VCS RPM とパッチのリストを表示します。installvcs プロ
グラムにより、RPM とパッチが正しいインストール順序で一覧表示
されます。
出力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプトまたは
ネットワーク経由のインストールスクリプトを作成できます。
-minpkgs と -recpkgs オプションを参照してください。

-configure

-install オプションを使って VCS をインストールした後に VCS
を設定します。

-fencing

VCS を設定した後に I/O フェンシングを設定します。スクリプトによ
り、ディスクベースの I/O のフェンシングまたはサーバーベースの
I/O フェンシングを設定するためのオプションが提供されます。

-hostfile

インストーラにシステム名を含んでいるファイルの場所を指定しま
す。

-install

VCS を設定せずに製品 RPM をシステムにインストールします。

-installallpkgs

インストール対象のすべての RPM を選択します。
-allpkgs オプションを参照してください。

-installminpkgs

インストール対象の最小限の RPM を選択します。
-minpkgs オプションを参照してください。

-installrecpkgs

インストール対象の推奨の RPM を選択します。
-recpkgs オプションを参照してください。

-kickstart dir_path

RHEL 用の Kickstart のユーティリティを使って VCS をインストー
ルするために kickstart 設定ファイルを作成します。ファイルには
VCS RPM のリストが正しいインストール順序で格納されます。ファ
イルには、Kickstart ユーティリティがインストールのために使うこと
ができる形式の RPM が格納されます。dir_path は、インストーラ
がファイルを作成する必要がある既存のディレクトリへのパスを示し
ます。

-keyfile
ssh_key_file

SSH のキーファイルを指定します。このオプションによって、各 SSH
呼び出しで -i ssh_key_file が渡されます。
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オプションの構文

説明

-license

指定したシステムで、製品ライセンスの登録または更新を行います。
このオプションはデモライセンスの更新に便利です。

-logpath log_path

installvcs のログファイル、概略ファイル、応答ファイルが保存され
る場所が /opt/VRTS/install/logs ではなく、log_path であること
を指定します。

-makeresponsefile

応答ファイルを作成します。このオプションは応答ファイルを生成す
るのみで、VCS をインストールしません。

-minpkgs

最小の RPM と VCS に必要なパッチのリストを表示します。
installvcs プログラムにより、RPM とパッチが正しいインストール順
序で一覧表示されます。リストにはオプションの RPM は含まれませ
ん。
出力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプトまたは
ネットワーク経由のインストールスクリプトを作成できます。
-allpkgs と -recpkgs オプションを参照してください。

-pkginfo

パッケージのリストをインストールの順序で、ユーザーにわかりやす
い形式で表示します。
このオプションは次のオプションのいずれかと一緒に使います。
-allpkgs
オプションを指定しない場合、-allpkgs がデフォルトで使われ
ます。
■ -minpkgs
■

■

-recpkgs

-pkgpath pkg_path

installvcs プログラムがすべてのシステムにインストールしようとし
ている RPM のすべてが pkg_path に含まれることを指定します。
pkg_path は、ディレクトリの絶対パスであり、通常は NFS でマウン
トされています。

-pkgset

指定されたシステムにインストールされている 5.1 RPM を検出し、
リストします。

-pkgtable

VCS 5.1 RPM を正しいインストール順序で表示します。

-precheck

VCS のインストールを続行する前に、システムがインストールの必
要条件を満たしていることを確認します。
VCS をインストールする前に事前チェックすることを推奨します。
p.60 の 「インストール前の自動チェックの実行」 を参照してくださ
い。
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オプションの構文

説明

-recpkgs

推奨の RPM と VCS に必要なパッチのリストを表示します。
installvcs プログラムにより、RPM とパッチが正しいインストール順
序で一覧表示されます。リストにはオプションの RPM は含まれませ
ん。
出力を使って、コマンドライン経由のインストールスクリプトまたは
ネットワーク経由のインストールスクリプトを作成できます。
-allpkgs と -minpkgs オプションを参照してください。

-requirements

VCS をインストールするための必須のオペレーティングシステムの
バージョン、必須のパッチ、ファイルシステム領域、およびその他の
システムの必要条件のリストを表示します。

-responsefile
response_file
[-enckeyfile
encryption_key_file]

プロンプトに情報を入力するのではなく、指定ファイルに格納した
システム情報と設定情報を使って、VCS の自動インストールを実行
します。
response_file はフルパス名で指定する必要があります。指定しな
かった場合、応答ファイルは installernumber.response と
して自動的に生成されます。number はランダムな番号です。以降
のインストールで応答ファイルを使うには、そのファイルを編集する
必要があります。ファイル内で変数フィールドを定義します。
-enckeyfile オプションと encryption_key_file 名は、応答ファ
イルに暗号化されたパスワードが含まれている場合に、
-responsefile オプションとともに必要です。
p.157 の 「応答ファイルを使った VCS のインストール」 を参照してく
ださい。
p.163 の 「応答ファイルを使った VCS の設定」 を参照してください。
p.251 の 「応答ファイルを使った VCS のアップグレード」 を参照して
ください。

-redirect

インストーラがインストール中に進行バーの詳細を表示する必要が
ないことを指定します。

-rsh

システム間の通信に ssh と scp ではなく、rsh と rcp を使うことを
示します。このオプションを使うには、rsh コマンドを、パスワードや
確認のプロンプトを表示しないで実行するように、システムを再設
定する必要があります。
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オプションの構文

説明

-security

実行中の VCS クラスタで Symantec Product Authentication
Service を有効または無効にします。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してくだ
さい。
p.27 の 「Symantec Product Authentication Service（AT）につ
いて」 を参照してください。

-serial

シリアル方法でシステムのインストール、アンインストール、起動、停
止の操作を実行します。デフォルトで、インストーラはすべてのシス
テムでこれらの操作を同時に実行します。

-start

VCS のデーモンとプロセスを起動します。
installvcs プログラムがすべての VCS プロセスの起動に失敗した
場合は、-stop オプションを使ってすべてのプロセスを停止してか
ら、-start オプションを使ってプロセスを起動できます。
-stop オプションを参照してください。
p.396 の 「Veritas 製品のプロセスの開始と停止」 を参照してくださ
い。

-stop

VCS のデーモンとプロセスを停止します。
installvcs プログラムがすべての VCS プロセスの起動に失敗した
場合は、-stop オプションを使ってすべてのプロセスを停止してか
ら、-start オプションを使ってプロセスを起動できます。
-start オプションを参照してください。
p.396 の 「Veritas 製品のプロセスの開始と停止」 を参照してくださ
い。

-tmppath tmp_path

tmp_path が installvcs プログラムの作業ディレクトリであることを
指定します。このパスは /var/tmp のパスと異なっています。この
ディレクトリは、installvcs プログラムが最初のログを記録し、
installvcs プログラムがインストールの前にリモートシステムの RPM
をコピーする場所です。

-upgrade

指定されたシステムにインストールされている RPM をアップグレー
ドします。

-uninstall

指定されたシステムから VCS をアンインストールします。

uninstallvcs プログラムのコマンドオプション
uninstallvcs コマンドは、次の形式を使います。
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uninstallvcs [ system1 system2... ]
[ -logpath <log_path> ]
[ -responsefile <response_file> ]
[ -tmppath <tmp_path> ]
[ -hostfile <hostfile_path> ]
[ -keyfile <shh_key_file> ]
[ -patchpath <patch_path> ]
[ -pkgpath <pkg_path> ]
[ -rsh | -redirect | -minpkgs | -recpkgs | -allpkgs | -ha | -pkgset |
-pkginfo | -serial | -makeresponsefile | -pkgtable ]

表 B-2 に、uninstallvcs コマンドのオプションの一覧を示します。
表 B-2

uninstallvcs オプション

オプションの構文

説明

-hostfile

インストーラにシステム名を含んでいるファイルの場所を指定しま
す。

-keyfile
ssh_key_file

SSH のキーファイルを指定します。このオプションによって、各 SSH
呼び出しで -i ssh_key_file が渡されます。

-logpath log_path

installvcs のログファイル、概略ファイル、応答ファイルが保存され
る場所が /opt/VRTS/install/logs ではなく、log_path であること
を指定します。

-makeresponsefile

このオプションは、応答ファイルを作成するため、または VCS をア
ンインストールする場合にシステム設定の準備ができていることを
確認するために使います。

-pkginfo

uninstallvcs プログラム がアンインストールする順に、わかりやす
い形式でパッケージのリストを表示します。
このオプションは次のオプションのいずれかと一緒に使います。
-allpkgs
オプションを指定しない場合、-allpkgs がデフォルトで使われ
ます。
■ -minpkgs
■

■

-recpkgs

-pkgpath pkg_path

uninstallvcs プログラムがすべてのシステムでアンインストールし
ようとしている RPM のすべてが pkg_path に含まれることを指定し
ます。pkg_path は、ディレクトリの絶対パスであり、通常は NFS で
マウントされています。

-pkgset

指定するシステムにインストールされる RPM セットを検出します。

付録 B インストールコマンドのオプション
uninstallvcs プログラムのコマンドオプション

オプションの構文

説明

-pkgtable

uninstallvcs プログラム がアンインストールする順序で VCS RPM
を表示します。

-redirect

進行バーを表示せずに進行状況の詳細を表示します。

-responsefile
response_file

プロンプトに情報を入力するのではなく、指定ファイルに格納した
システム情報と設定情報を使って、VCS の自動アンインストールを
実行します。
response_file は絶対パス名で指定する必要があります。指定しな
かった場合、応答ファイルは installernumber.response と
して自動的に生成されます。number はランダムな番号です。以降
のインストールで応答ファイルを使うには、そのファイルを編集する
必要があります。ファイル内で変数フィールドを定義します。
p.303 の 「応答ファイルを使った VCS のアンインストール」 を参照し
てください。

-rsh

システム間の通信に ssh と scp ではなく、rsh と rcp を使うことを
示します。このオプションを使うには、rsh コマンドを、パスワードや
確認のプロンプトを表示しないで実行するように、システムを再設
定する必要があります。

-serial

シリアル方法でシステムのインストール、アンインストール、起動、停
止の操作を実行します。デフォルトで、インストーラはすべてのシス
テムでこれらの操作を同時に実行します。

-tmppath tmp_path

tmp_path が uninstallvcs プログラムの作業ディレクトリであること
を指定します。このパスは /var/tmp のパスと異なっています。この
ディレクトリは、uninstallvcs プログラムが最初のログを記録し、
installvcs プログラムがインストールの前にリモートシステムの RPM
をコピーする場所です。
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C
VCS 5.1 付属エージェントの
変更点
この付録では以下の項目について説明しています。
■

非推奨エージェント

■

新しいエージェント

■

5.1 エージェントの新しい属性と変更された属性

■

手動での非推奨のリソースタイプの削除と属性の修正

■

新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティングシステムのアカウントを
使った場合）

非推奨エージェント
次のエージェントはサポート対象外になりました。
■

CampusCluster

■

ClusterMonitorConfig

■

SANVolume（5.0 MP1 以降非推奨）

■

サービスグループハートビート（ServiceGroupHB） - VCS はこのリリースではサービ
スグループハートビートをサポートしません。I/O フェンシングの使用を推奨します。

新しいエージェント
次の新しいエージェントは VCS 5.1 リリースに追加されています。
■

CoordPoint - サーバーベースの I/O フェンシングを提供します。
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次の新しいエージェントは 5.0 MP3 リリースで追加されました。
■

DiskGroupSnap - キャンパスクラスタ環境で設定とデータ整合性を確認します。

次の新しいエージェントは 5.0 リリースで追加されました。
■

NFSRestart - NFS レコードロックに高可用性を提供します。

■

RemoteGroup - 別のシステム上のサービスグループの監視と管理を行います。

これらのエージェントについて、詳しくは『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。

5.1 エージェントの新しい属性と変更された属性
表 C-1 は、VCS 5.0 MP3 以降から VCS 5.1 へアップグレードすると VCS が追加または
変更する属性のリストです。
表 C-1
エージェント

VCS 5.0 MP3 からアップグレードした場合の VCS エージェントの新し
い属性と修正された属性
新しい属性と変更された属性

デフォルト値

DNS
変更された属性
Alias
Hostname
DiskGroup
変更された属性
PanicSystemOnDGLoss

0

IP
新しい属性
IPOptions
IPRouteOptions
PrefixLen

1000

OptCheck

0

Mount
新しい属性
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エージェント

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

CreateMountPt

0

ReuseMntPt

0

MntPtPermission
MntPtOwner
MntPtGroup
AccessPermissionChk
RecursiveMnt
MultiNICA
新しい属性
DualDevice
PrefixLen

1000

LinkOptions
IPv4AddrOptions
IPv6AddrOptions
IPv4RouteOptions
IPv6RouteOptions
NFS
変更された属性
Address
Share
新しい属性
NFSRes

表 C-2 は、VCS 5.0 以降から VCS 5.0 MP3 へアップグレードすると VCS が追加または
変更する属性のリストです。
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表 C-2
エージェント

VCS 5.0 からアップグレードした場合の VCS エージェントの新しい属
性と変更された属性
新しい属性と変更された属性

デフォルト値

Apache
新しい属性
PidFile
IntentionalOffline

0

UmountVolumes

0

SupportedActions

{ "license.vfd", "disk.vfd",
"udid.vfd", "verifyplex.vfd",
checkudid, numdisks, campusplex,
joindg, splitdg, getvxvminfo,
volinuse }

SupportedActions

{ "dig.vfd", "keyfile.vfd",
"master.vfd" }

DiskGroup
新しい属性

変更された属性

DNS
新しい属性

ResRecord
CreatePTR
OffDelRR
LVMVolumeGroup
新しい属性
SupportedActions

{ volinuse }

RegList

{ VxFSMountLock }

Mount
新しい属性
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エージェント

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

VxFSMountLock

0

SupportedActions

{
"mountpoint.vfd"、"mounted.vfd"、
"vxfslic.vfd"、"chgmntlock"、
"mountentry.vfd" }

SupportedActions

{ "lockdir.vfd","nfsconf.vfd" }

SupportedActions

{ "direxists.vfd" }

変更された属性

NFSRestart
新しい属性

Share
新しい属性

表 C-3 は、VCS 4.1 から VCS 5.1 5.0 MP3 にアップグレードすると VCS が追加または修
正する属性のリストです。
表 C-3
エージェント

VCS 4.1 からアップグレードした場合の VCS エージェントの新しい属
性と変更された属性
新しい属性と変更された属性

デフォルト値

EnableSSL

INFO

Apache
新しい属性

EnvFile
IntentionalOffline
PidFile
ResLogLevel
SecondLevelMonitor
SecondLevelTimeout
SharedObjDir

30
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エージェント

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

User

0

変更された属性
Address は HostName へ変更され
ます
Postdirective は DirectiveAfter へ
変更されます
Predirective は DirectiveBefore へ
変更されます
ServerRoot は httpdDir へ変更され ""
ます
ConfigFile

""

SupportedActions

{ "program.vfd", "user.vfd",
"cksum.vfd", getcksum }

DiskGroupType

private

UmountVolumes

0

StopVolumes

1

StartVolumes

1

SupportedActions

{ "license.vfd", "disk.vfd",
"udid.vfd", "verifyplex.vfd",
checkudid, numdisks, campusplex,
joindg, splitdg, getvxvminfo,
volinuse }

Application
変更された属性

DiskGroup
新しい属性

変更された属性

DiskGroupSnap
新しい属性
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エージェント

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

ActionTimeOut

120

MonitorInterval

300

NumThreads

1

ArgList

{ TargetResName, FDSiteName }

TargetResName
FDSiteName
DNS
新しい属性
SupportedActions

{ "dig.vfd", "keyfile.vfd",
"master.vfd" }

ResRecord
CreatePTR
OffDelRR
IP
変更された属性
SupportedActions

{ "device.vfd" "route.vfd" }

SupportedActions

{ volinuse }

RegList

{ VxFSMountLock }

LVMVolumeGroup
新しい属性

Mount
新しい属性

SecondLevelMonitor

変更された属性

SecondLevelTimeout

30

VxFSMountLock

0
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エージェント

新しい属性と変更された属性

デフォルト値

SupportedActions

{
"mountpoint.vfd"、"mounted.vfd"、
"vxfslic.vfd"、"chgmntlock"、
"mountentry.vfd" }

NFS
新しい属性
NFSSecurity
NFSv4Support
LockFileTimeout

180

変更された属性
IPResName: 名前を変更されたアド
レス
LockRecovery:
NFSRestart エージェントの
NFSLockFailover 属性によって置き
換えられます。
Operations

OnOnly

RestartLimit

1

SupportedActions

{"device.vfd"}

SupportedActions

{ "program.vfd", getcksum }

SupportedActions

{ "direxists.vfd" }

NIC
変更された属性

Process
変更された属性

Share
新しい属性
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手動での非推奨のリソースタイプの削除と属性の修正
VCS 5.1 では、特定のリソースタイプ定義が使われなくなりました。アップグレードのプロ
セスを開始する前に、非推奨リソースタイプのリソースをクラスタ設定から削除する必要が
あります。
ServiceGroupHB リソースタイプを使う場合、シマンテック社は I/O フェンシングを使うこ
とをお勧めします。
VCS 5.1 では、gabdiskhb はサポートされていません。したがって、installvcs プログラ
ムによって /etc/gabtab ファイルから gabdiskhb エントリが削除されます。
メモ: VCS は、ローカルノードで起動してから、他のノードで起動することを確認してくださ
い。この標準では、HAD がローカルノードから設定を読み込み、残りのノードでその設定
が更新されることを確認します。
非推奨のリソースタイプを削除し、属性を修正するには

1

VCS 設定を保存して、VCS エンジンを停止します。
# haconf -dump -makero
# hastop -all -force

2

クラスタノード上の場所に設定ファイルの main.cf のバックアップを作成します。

3

/etc/VRTSvcs/conf/config に置かれている main.cf を編集します。

次の手順を実行します。
■

非推奨リソースタイプのリソースを削除します。
設定が正しく動作することを確認するために、リソース依存関係を編集する必要
があります。
p.355 の 「非推奨エージェント」 を参照してください。

■

変更されている可能性のある属性値を修正します。
p.356 の 表 C-1 を参照してください。
p.358 の 表 C-2 を参照してください。
p.359 の 表 C-3 を参照してください。

■

main.cf を保存します。

■

main.cf ファイルをフォーマットし直します。
# hacf -cftocmd config
# hacf -cmdtocf config
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4

設定を確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify config

5

ローカルノードの VCS を起動します。

6

他のノードで VCS を起動します。

新しい VCS アカウントの作成（ネーティブのオペレーティ
ングシステムのアカウントを使った場合）
VCS では、AllowNativeCliUsers 属性を推奨していません。VCS でネーティブの OS ア
カウントを使うには、halogin コマンドを実行します。halogin コマンドを実行すると、VCS
は、VCS クレデンシャルを暗号化して特定期間ホームディレクトリに保存します。halogin
コマンドを実行した後で、VCS コマンドを実行するたびに、自分自身を認証する必要は
ありません。セキュアクラスタでは、このコマンドで信頼関係を定義したり、認証ブローカー
から証明書を取得することもできます。
セキュアモードで動作しているクラスタとセキュアモードで動作していないクラスタの OS
ユーザーグループへのユーザー権限の割り当てについては、『Veritas Cluster Server
管理者ガイド』を参照してください。
AllowNativeCliUsers 属性を使っていた場合は、次の手順に従います。VCS コマンドを
実行する各ネーティブユーザーは、そのコマンドを実行するシステムにおいてホームディ
レクトリがあることを確認します。
セキュアモードで稼動中のクラスタに対する VCS 認証の設定を行うには

1

読み取り/書き込みに設定（main.cf）モードを設定します。
# haconf -makerw

2

OS のユーザーかユーザーグループに適切な権限を割り当ててください。各オペレー
ティングシステムのユーザーは手順 3 と 4 を実行する必要があります。

3

ユーザーがリモートホストからの VCS コマンドを実行する場合は、次の環境変数を
設定します。
■

VCS_HOST: コマンドを実行する VCS ノード名。クラスタに関連付けられている
仮想 IP アドレスを指定できます。

■

VCS_DOMAIN: ユーザーが所属する VxSS ドメイン名。
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■

4

VCS_DOMAINTYPE: VxSS ドメインのタイプ: unixpwd、nt、nis、nisplus、vx
など。

halogin コマンドを実行します。
$ halogin vcsusername password

セキュアモードで動作していないクラスタに対する VCS 認証の設定を行うには

1

読み取り/書き込みに設定（main.cf）モードを設定します。
# haconf -makerw

2

すべてのユーザーについて VCS ユーザーアカウントを作成し、それぞれに権限を
割り当てます。

3

各 VCS のユーザーは halogin コマンドを実行する必要があります。
$ halogin vcsusername
password
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D
main.cf ファイルの例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

CP サーバーの設定ファイルの例

CP サーバーの設定ファイルの例
次は、シングルノード上でホストされている CP サーバーおよび SFHA クラスタ上でホスト
されている CP サーバーの main.cf ファイルの例です。
■

シングルノード上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.367 の 「シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf ファイル」 を参照して
ください。

■

SFHA クラスタ上でホストされている CP サーバーの main.cf ファイル:
p.370 の 「SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイル」 を参照して
ください。

メモ: CP サーバーは、VCS クラスタとの通信時にインターネットプロトコルバージョン 4 ま
たはバージョン 6（IPv4 または IPv6 のアドレス）をサポートしています。次の main.cf ファ
イルの例では、IPv4 アドレスを使っています。

シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf ファイル
次に、シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf の例を示します。
この シングルノードでホストされる CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくだ
さい。
■

クラスタ名: cps1

■

ノード名: mycps1
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include "types.cf"
// cluster name: cps1
// CP server: mycps1
cluster cps1 (
UserNames = { admin = bMNfMHmJNiNNlVNhMK, haris = fopKojNvpHouNn,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx" = aj,
"root@mycps1.symantecexample.com" = hq }
Administrators = { admin, haris,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx",
"root@mycps1.symantecexample.com" }
SecureClus = 1
HacliUserLevel = COMMANDROOT
)
system mycps1 (
)
group CPSSG (
SystemList = { mycps1 = 0 }
AutoStartList = { mycps1 }
)
IP cpsvip (
Device @mycps1 = bge0
Address = "10.209.3.1"
NetMask = "255.255.252.0"
)
NIC cpsnic (
Device @mycps1 = bge0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
ConfInterval = 30
RestartLimit = 3
)
cpsvip requires cpsnic
vxcpserv requires cpsvip
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

resource dependency tree
group CPSSG
{
Process vxcpserv
{
IP cpsvip
{
NIC cpsnic
}
}
}

group VxSS (
SystemList = { mycps1 = 0 }
Parallel = 1
AutoStartList = { mycps1 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)

// resource dependency tree
//
//
group VxSS
//
{
//
Phantom phantom_vxss
//
ProcessOnOnly vxatd
//
}
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SFHA クラスタでホストされる CP サーバーの main.cf ファイル
次に、CP サーバーが SFHA クラスタでホストされる場合の main.cf の例を示します。
SFHA クラスタでホストされるこの CP サーバーの main.cf では、次の値に注意してくださ
い。
■

クラスタ名: cps1

■

クラスタ内のノード: mycps1、mycps2

include "types.cf"
include "CFSTypes.cf"
include "CVMTypes.cf"

//
//
//
//

cluster: cps1
CP servers:
mycps1
mycps2

cluster cps1 (
UserNames = { admin = ajkCjeJgkFkkIskEjh,
"mycps1.symantecexample.com@root@vx" = JK,
"mycps2.symantecexample.com@root@vx" = dl }
Administrators = { admin, "mycps1.symantecexample.com@root@vx",
"mycps2.symantecexample.com@root@vx" }
SecureClus = 1
)
system mycps1 (
)
system mycps2 (
)
group CPSSG (
SystemList = { mycps1 = 0, mycps2 = 1 }
AutoStartList = { mycps1, mycps2 } )
DiskGroup cpsdg (
DiskGroup = cps_dg
)
IP cpsvip (
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Device @mycps1 = bge0
Device @mycps2 = bge0
Address = "10.209.81.88"
NetMask = "255.255.252.0"
)
Mount cpsmount (
MountPoint = "/etc/VRTScps/db"
BlockDevice = "/dev/vx/dsk/cps_dg/cps_volume"
FSType = vxfs
FsckOpt = "-y"
)
NIC cpsnic (
Device @mycps1 = bge0
Device @mycps2 = bge0
)
Process vxcpserv (
PathName = "/opt/VRTScps/bin/vxcpserv"
)
Volume cpsvol (
Volume = cps_volume
DiskGroup = cps_dg
)
cpsmount requires cpsvol
cpsvip requires cpsnic
cpsvol requires cpsdg
vxcpserv requires cpsmount
vxcpserv requires cpsvip

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

resource dependency tree
group CPSSG
{
Process vxcpserv
{
Mount cpsmount
{
Volume cpsvol
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//
//
//
//
//
//
//
//
//
// }

{
DiskGroup cpsdg
}
}
IP cpsvip
{
NIC cpsnic
}
}

group VxSS (
SystemList = { mycps1 = 0, mycps2 = 1 }
Parallel = 1
AutoStartList = { mycps1, mycps2 }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Phantom phantom_vxss (
)
ProcessOnOnly vxatd (
IgnoreArgs = 1
PathName = "/opt/VRTSat/bin/vxatd"
)

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

resource dependency tree
group VxSS
{
Phantom phantom_vxss
ProcessOnOnly vxatd
}

group cvm (
SystemList = { mycps1 = 0, mycps2 = 1 }
AutoFailOver = 0
Parallel = 1
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AutoStartList = { mycps1, mycps2 }
)
CFSfsckd vxfsckd (
)
CVMCluster cvm_clus (
CVMClustName = cpsl
CVMNodeId = { mycps1 = 0, mycps2 = 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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E
シングルノードへの VCS の
インストール
この付録では以下の項目について説明しています。
■

シングルノードへ VCS のインストールについて

■

インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成

■

手動によるシングルノードクラスタの作成

■

シングルノードの手動インストールのためのパス変数の設定

■

VCS のソフトウェアのシングルノードへの手動インストール

■

LLT と GAB の起動ファイルの名前の変更

■

起動ファイルの修正

■

VCS の設定

■

シングルノードの動作の検証

シングルノードへ VCS のインストールについて
VCS 5.1 をシングルノードにインストールできます。後でシングルノードクラスタに別のノー
ドを追加して、マルチノードクラスタを形成することができます。また、マルチノードクラスタ
に追加するためのシングルノードクラスタを準備することもできます。シングルノードクラス
タはテストで使うこともできます。
インストールプログラムを使ってシングルノードに VCS をインストールするか、VCS を手動
で追加することができます。
p.376 の 「インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作成」 を参照してくださ
い。
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p.377 の 「手動によるシングルノードクラスタの作成」 を参照してください。

インストーラプログラムによるシングルノードクラスタの作
成
表 E-1 は、インストーラプログラムで VCS をシングルノードにインストールする場合に必
要なタスクを示しています。
表 E-1

インストーラでシングルノードクラスタを作成するためのタスク

タスク

参照

インストールの準備

p.376 の 「シングルノードのインストール準備」 を参照してください。

システム上でインストーラを
使った VCS ソフトウェアのイ
ンストール

p.376 の 「シングルノードクラスタのインストーラの開始」 を参照して
ください。

シングルノードのインストール準備
次の 2 つのどちらの目的でも、インストーラプログラムを使ってクラスタを単一システムに
インストールすることができます。
■

後からノードを追加してマルチノードクラスタにするためのシングルクラスタの準備

■

シングルノードクラスタをスタンドアロンのシングルノードクラスタとするための準備

後からノードを追加してマルチノードクラスタにするためにシングルノードクラスタの準備
を行う場合は、LLT と GAB を有効にしてシングルノードクラスタをインストールします。ス
タンドアロンクラスタの場合は、LLT や GAB を有効にする必要はありません。
LLT や GAB についての詳細
p.21 の 「LLT と GAB について」 を参照してください。

シングルノードクラスタのインストーラの開始
単一システムに VCS をインストールする場合、製品インストーラを使って VCS をインス
トールするにはこのマニュアルの指示に従います。
インストール中は、シングルノードのインストールに特化した 2 つの要求に応答する必要
があります。インストーラから次の要求が発行される場合
Enter the system names separated by spaces on which to install
VCS:
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単一のシステム名を入力します。ここでインストーラから、LLT と GAB を有効にするかど
うかを尋ねられます。
If you plan to run VCS on a single node without any need for
adding cluster node online, you have an option to proceed
without starting GAB and LLT.
Starting GAB and LLT is recommended.
Do you want to start GAB and LLT? [y,n,q,?] (y)

シングルノードクラスタをスタンドアロンクラスタとして使う場合は、n と応答します。
将来的に、シングルノードクラスタにノードを追加する予定の場合は、y と応答します。
インストールを続けます。

手動によるシングルノードクラスタの作成
表 E-2 はシングルノードで VCS をインストールするために実行する必要があるタスクを指
定します。
表 E-2

シングルノードクラスタを手動で作成するためのタスク

タスク

参照

PATH 変数を設定する

p.378 の 「シングルノードの手動インストー
ルのためのパス変数の設定」 を参照してく
ださい。

VCS ソフトウェアを手動でインストールし、ライセンス
キーを追加する

p.378 の 「VCS のソフトウェアのシングルノー
ドへの手動インストール」 を参照してくださ
い。

LLT または GAB の設定ファイルをすべて削除し、LLT p.378 の 「LLT と GAB の起動ファイルの名
と GAB の起動ファイルの名前を変更する
前の変更」 を参照してください。
シングルノードクラスタでは、LLT のノード間通信サー
ビスや GAB のメンバーシップ通信サービスは必要あ
りません。
VCS 起動ファイルをシングルノードの動作用に変更し p.378 の 「起動ファイルの修正」 を参照して
ます。
ください。
VCS 設定ファイルを作成および変更する

p.379 の 「VCS の設定」 を参照してくださ
い。

VCS を起動し、シングルノードの動作を検証する

p.379 の 「シングルノードの動作の検証」 を
参照してください。
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シングルノードの手動インストールのためのパス変数の
設定
PATH 変数を設定します。
p.58 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

VCS のソフトウェアのシングルノードへの手動インストー
ル
VCS 5.1 RPM およびパッチを手動でインストールし、ライセンスキーをインストールしま
す。
次のセクションを参照してください。
■

p.185 の 「VCS ソフトウェアの手動によるインストール」 を参照してください。

■

p.189 の 「手動インストールのためのライセンスキーの追加」 を参照してください。

LLT と GAB の起動ファイルの名前の変更
後でシングルノードクラスタをマルチノードクラスタにアップグレードするために、LLT と
GAB の起動ファイルが必要になることがあります。
LLT と GAB の起動ファイルの名前を変更するには
◆

LLT と GAB の起動ファイルの名前を変更します。
# mv /etc/init.d/llt /etc/init.d/llt.old
# mv /etc/init.d/gab /etc/init.d/gab.old

起動ファイルの修正
VCS 起動ファイル /etc/sysconfig/vcs が -onenode オプションを含むように、次のように
変更します。
特定の行を変更します。
ONENODE=no

変更後:
ONENODE=yes
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VCS の設定
ここで、VCS を設定する必要があります。
p.200 の 「VCS の設定」 を参照してください。

シングルノードの動作の検証
シングルノードクラスタが正常に作成されたら、VCS を起動し、クラスタを検証します。
シングルノードクラスタを検証するには

1

hastart に -onenode オプションを指定して、シングルノードクラスタとして VCS を

手動で起動します。
# hastart -onenode

2

had と hashadow デーモンがシングルノードモードで動作していることを確認します。
# ps -ef | grep ha
root
root

285
288

1
1

0 14:49:31 ?
0 14:49:33 ?

0:02 /opt/VRTSvcs/bin/had -onenode
0:00 /opt/VRTSvcs/bin/hashadow
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F
IPv4 を使った UDP 上での
LLT の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT での UDP 層の使用

■

UDP 上での LLT の設定

LLT での UDP 層の使用
VCS 5.1 には、広域ネットワーク（WAN）およびルーターを使うクラスタ用に、UDP（User
Datagram Protocol）層で LLT を使うオプションがあります。UDP を使うことにより、LLT
パケットのルーチングが可能になるため、より経済的に長距離間の伝送を実現できます。

UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある

■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

UDP 上での LLT はイーサネット上での LLT よりも低速です。ハードウェア構成にとって
必要な場合にのみ、UDP 上で LLT を使用します。

UDP 上での LLT の設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

LLT のプライベートリンクが異なる物理ネットワーク上に存在することを確認します。
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LLT のプライベートリンクが異なる物理ネットワーク上に存在しない場合は、リンクが
別個のサブネット上に存在することを確認します。各リンクのサブネットに応じ
て、/etc/llttab 内でブロードキャストアドレスを明示的に設定します。
p.382 の 「/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス」 を参照してください。
■

各 NIC の IP アドレスを設定してから LLT を設定します。

■

/etc/llttab ファイルで定義されている IP アドレスが、ネットワークインターフェースの
IP アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.384 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

直接接続（ルーティングされていない）リンクのブロードキャストアドレスを正しく設定し
てください。
p.385 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

IP ルーターを介したリンクの場合は、ブロードキャスト機能を無効にし、リンクごとの
IP アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.387 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルのブロードキャストアドレス
ブロードキャストアドレスは、次の例のように、リンクごとに明示的に設定します。
■

最初のノード galaxy の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
galaxy # cat /etc/llttab
set-node galaxy
set-cluster 1
link link1 udp - udp
link link2 udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.1 192.168.9.255
192.168.10.1 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。
■

2 つ目のノード nebula の /etc/llttab ファイルの内容を表示します。
nebula # cat /etc/llttab
set-node nebula
set-cluster 1
link link1 udp - udp
link link2 udp - udp

50000
50001

-

192.168.9.2 192.168.9.255
192.168.10.2 192.168.10.255

ifconfig コマンドを使ってサブネットマスクを調べ、2 つのリンクが別個のサブネット上
にあることを確認します。

付録 F IPv4 を使った UDP 上での LLT の設定
UDP 上での LLT の設定

/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.385 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.387 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

表 F-1 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。これらのフィールドの中には、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもあり
ます。
表 F-1

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: udp）。
プレースホルダ文字列。Solaris または HP などの他の UNIX プラット
フォームでは、このエントリはデバイスファイルを示します（例:
/dev/udp）。Linux にはプロトコル用のデバイスがありません。そのため
このフィールドは無視されます。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp」である必要があり
ます）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.384 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IP address

ローカルノード上のリンクの IP アドレス。

bcast-address

■

ブロードキャスト機能が有効なクラスタの場合は、サブネットブロード
キャストアドレスを指定してください。
■ 「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。

/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があると
きなど、LLT のブロードキャスト機能を無効にする場合に必要です。
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p.387 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
表 F-2 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 F-2
フィールド

説明

node-id

クラスタノードの ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IP アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できま
す。また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次
に例を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State

出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがすで
に使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力に
はポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

LLT でのサブネットマスクの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、使用中のサブネットにノードがアクセスで
きるようにネットマスクを設定します。
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次に例を示します。
■

ノード galaxy の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.1, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード nebula の最初のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.9.2, Broadcast address=192.168.9.255,
Netmask=255.255.255.0
■

ノード galaxy の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.1, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

ノード nebula の 2 番目のネットワークインターフェースの場合
IP address=192.168.10.2, Broadcast address=192.168.10.255,
Netmask=255.255.255.0

LLT のためのブロードキャストアドレスの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、リンクが存在するサブネットに応じたブ
ロードキャストアドレスを /etc/llttab ファイルに設定します。
異なるサブネット上にノードが存在する場合の代表的な /etc/llttab ファイルの例。リンク
ごとにブロードキャストアドレスが明示的に設定されていることに注意してください。
# cat /etc/llttab
set-node nodexyz
set-cluster 100
link link1 udp - udp 50000 - 192.168.30.1 192.168.30.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.168.31.1 192.168.31.255

設定例: 直接接続リンク
図 F-1 は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
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図 F-1
Node0

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定
Node1

UDP エンドポイント
eth1;
UDP ポート= 50001;
IP = 192.1.3.1;
リンクタグ = link2

eth1;
192.1.3.2;
リンクタグ = link2

スイッチ
UDP エンドポイント
eth2;
UDP ポート = 50000;
IP = 192.1.2.1;
リンクタグ = link1

eth2;
192.1.2.2;
リンクタグ = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続
しています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。
これらのリンクは、ルーターを越えません。
LLT はアドレスを発見するためにピアのノード要求をブロードキャストします。したがって
ピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定する
必要はありません。直接接続リンクの場合、リンクのブロードキャストアドレスを /etc/llttab
ファイルに設定する必要はありません。IP アドレスおよびブロードキャストアドレスが正し
く設定されていることを確認するには、ifconfig -a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.1.3.1 192.1.3.255

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
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link link1 udp - udp 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 udp - udp 50001 - 192.1.3.2 192.1.3.255

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 F-2 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
図 F-2

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定
node1 （サイト B）

node0（サイト A）
UDP エンドポイント eth2;
UDP Port = 50001;
IP = 192.1.2.1;
Link Tag = link2

eth1;
192.1.2.2;
Link Tag = link2
ルーター

UDP エンドポイント eth1;
UDP Port = 50000;
IP = 192.1.3.1;
Link Tag = link1

eth2;
192.1.3.2;
Link Tag = link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IP アドレスが設定されていることがわかります。この
設定では、ブロードキャストは無効になっています。そのため、ブロードキャストアドレスを
/etc/llttab ファイルの link コマンドで設定する必要はありません。
set-node Node1
set-cluster 1
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.3.1 link link2 udp - udp 50001 - 192.1.4.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
0 link1 192.1.1.1
set-addr
0 link2 192.1.2.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
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#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは次のようなファイルです。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp - udp 50000 - 192.1.1.1 link link2 udp - udp 50001 - 192.1.2.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
1 link1 192.1.3.1
set-addr
1 link2 192.1.4.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

G
IPv6 を使った UDP 上での
LLT の設定
この付録では以下の項目について説明しています。
■

LLT 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用

■

IPv6 を使った UDP 上での LLT の設定

LLT 用の IPv6 の UDP レイヤーの使用
VCS 5.1 には、広域ネットワーク（WAN）およびルーターを使うクラスタ用に、UDP（User
Datagram Protocol）層で LLT を使うオプションがあります。UDP を使うことにより、LLT
パケットのルーティングが可能になるため、より経済的に長距離間の伝送を実現できま
す。

UDP 上で LLT を使う状況
UDP 上で LLT を使う状況:
■

WAN 上で LLT を使う必要がある

■

ブレードサーバーなど、ハードウェアがイーサネット上での LLT の使用をサポートし
ない

IPv6 を使った UDP 上での LLT の設定
次のチェックリストは、UDP 上で LLT を設定するためのものです。
■

UDP6 の場合、マルチキャストアドレスは「-」に設定されます。

■

各 NIC の IPv6 アドレスを設定してから LLT を設定します。
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■

/etc/llttab ファイルで定義されている IPv6 アドレスが、ネットワークインターフェース
の IPv6 アドレスと一致していることを確認します。

■

各リンクは、主なプロトコルが使うポート以外の固有な UDP ポートを持つ必要があり
ます。
p.391 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

■

IP ルーターを介したリンクの場合は、マルチキャスト機能を無効にし、リンクごとの IPv6
アドレスを /etc/llttab ファイルに手動で指定してください。
p.393 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

/etc/llttab ファイルの link コマンド
/etc/llttab ファイルの link コマンド情報については、このセクションを見直してください。
設定例については、次の情報を参照してください。
■

p.392 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.393 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

表 G-1 に示したフィールドには、標準的な LLT リンク用のコマンドとは異なるものもありま
す。
表 G-1 は、/etc/llttab ファイルの例で示した link コマンドのフィールドを説明したもので
す。
表 G-1

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイス名（例: udp6）。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp6」である必要があ
ります）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.391 の 「UDP ポートの選択」 を参照してください。

MTU

デフォルトは「-」で、この場合の値は 8192 です。この値は、設定により
増減することがあります。lltstat -l コマンドを使うと、現在の値が
表示されます。

IPv6 address

ローカルノード上のリンクの IPv6 アドレス。
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フィールド

説明

mcast-address

「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。

/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があると
きなど、LLT のマルチキャスト機能を無効にする場合に必要です。
p.393 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
表 G-2 は set-addr コマンドのフィールドを示したものです。
/etc/llttab の set-addr コマンドのフィールドの説明

表 G-2
フィールド

説明

node-id

クラスタノードの ID（例: 0）。

link tag-name

LLT がリンクを特定するために使う文字列（たとえば、link1、link2 な
ど）。

address

ピアノードのリンクに割り当てられた IPv6 アドレス。

UDP ポートの選択
UDP ポートは、次の範囲の 16 ビットの整数で指定します。
■

プライベート範囲である 49152 から 65535 までの使用可能なポートを使用します。

■

次のポートを使わないでください。
■

0 から 1023 までの主なプロトコルが使うポート

■

1024 から 49151 までの予約済み（registered）ポート

ノードのデフォルトとして定義されているポートは、/etc/services ファイルで確認できま
す。また、netstat コマンドを使って、使用中のポートを一覧表示することもできます。次
に例を示します。
# netstat -au | more
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address
udp
0
0 *:32768
*:*
udp
0
0 *:956
*:*
udp
0
0 *:tftp
*:*
udp
0
0 *:sunrpc
*:*
udp
0
0 *:ipp
*:*

State
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出力例の UDP セクションで、Local Address の下に一覧表示された UDP ポートがすで
に使用中のポートです。ポートが /etc/services ファイルに記載されている場合、出力に
はポート番号ではなく関連付けられた名前が表示されます。

設定例: 直接接続リンク
図 G-1は、UDP 上で LLT を使う直接接続リンクの代表的な設定例を示します。
図 G-1

UDP 上で LLT を使う直接接続されたリンクの代表的な設定
ノード 1

ノード 0
UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
Link Tag = link2

fe80::21a:64ff:fe92:1a93;
Link Tag = link2

スイッチ

UDP ポート = 50000;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1b46;
Link Tag = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1a92;
Link Tag = link1

ノード 0 のための /etc/llttab のファイルが表す設定は直接クロスオーバーリンクを接続
しています。それはまたハブかスイッチを通して接続されるリンクを有することがあります。
これらのリンクは、ルーターを越えません。
LLT はピアノードのアドレス検出のために IPv6 マルチキャスト要求を使います。したがっ
てピアノードのアドレスは set-addr コマンドを使用して /etc/llttab のファイルに指定す
る必要はありません。IPv6 アドレスが正しく設定されていることを確認するには、ifconfig
-a コマンドを使います。
set-node Node0
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 -

Node 1 のファイルは次のようなファイルです。
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set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address mcast-address
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 -

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 G-2 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
図 G-2

IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

ノード 0
（サイト A）

ノード 1
（サイト B）
UDP ポート = 50001;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a93;
Link Tag = link2

fe80::21a:64ff:fe92:1b47;
Link Tag = link2

ルーター

UDP ポート = 50000;
IP = fe80::21a:64ff:fe92:1a92;
Link Tag = link1

fe80::21a:64ff:fe92:1b46;
Link Tag = link1

次に示す /etc/llttab ファイルがノード 1 を示す設定は、IP ルーターを介したリンクを
有します。ピアノードごとに各リンクの IPv6 アドレスが設定されていることがわかります。こ
の設定では、マルチキャストは無効になっています。
set-node Node1
set-cluster 1
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1a92 link link1 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1a93 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr 0 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1b46
set-addr 0 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1b47
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set-addr 2 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1d70
set-addr 2 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1d71
set-addr 3 link1 fe80::209:6bff:fe1b:1c94
set-addr 3 link2 fe80::209:6bff:fe1b:1c95
#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは次のようなファイルです。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 udp6 - udp6 50000 - fe80::21a:64ff:fe92:1b46 link link2 udp6 - udp6 50001 - fe80::21a:64ff:fe92:1b47 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr 1 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1a92
set-addr 1 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1a93
set-addr 2 link1 fe80::21a:64ff:fe92:1d70
set-addr 2 link2 fe80::21a:64ff:fe92:1d71
set-addr 3 link1 fe80::209:6bff:fe1b:1c94
set-addr 3 link2 fe80::209:6bff:fe1b:1c95
#disable LLT multicasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

H
VCS インストールのトラブル
シューティング
この付録では以下の項目について説明しています。
■

ライセンス通知が表示されたときの対応

■

接続に失敗した後のインストーラの再起動

■

Veritas 製品のプロセスの開始と停止

■

インストーラでクラスタの UUID を作成できない

■

スクリプトベースのインストーラで新しく追加したノードの LLT、GAB、VCS、または
VxFEN を開始できない

■

LLT 起動スクリプトでエラーが表示される

■

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、vxfentsthdw ユーティリティが失
敗する

■

VCS 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

ライセンス通知が表示されたときの対応
このリリースは、ライセンスキーがなくてもインストールできます。エンドユーザー使用許諾
契約に従うには、ライセンスキーをインストールするか、または管理サーバーが管理する
ホストを作成します。60 日以内のこれらの条項に従わない場合は、次の警告メッセージ
が表示されます。
WARNING V-365-1-1 This host is not entitled to
Foundation/Veritas Cluster Server.As set forth
License Agreement (EULA) you must complete one
set forth below. To comply with this condition

run Veritas Storage
in the End User
of the two options
of the EULA and
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stop logging of this message, you have <nn> days to either:
- make this host managed by a Management Server (see
http://go.symantec.com/sfhakeyless for details and free download),
or
- add a valid license key matching the functionality in use on this host
using the command 'vxlicinst' and validate using the command
'vxkeyless set NONE'

EULA の条項に従って、これらのメッセージを削除するには、60 日以内に次のいずれか
の対応を取る必要があります。
■

ホストで使用中の機能に対応する有効なライセンスキーをインストールします。
ライセンスキーのインストール後は、次のコマンドを使ってライセンスキーの認証が必
要です。
# vxkeyless set NONE

■

管理サーバーでサーバーまたはクラスタを管理することで、キーレスライセンスを継続
します。
キーレスライセンスの詳しい説明については、次の URL を参照してください。
http://go.symantec.com/sfhakeyless

接続に失敗した後のインストーラの再起動
接続に失敗しためにインストールが強制終了された場合は、インストーラを再起動してイ
ンストールを再開できます。インストーラによって既存のインストールが検出されます。イン
ストールを再開するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。インストールを再開する
と、失敗したポイントからインストールが続行されます。

Veritas 製品のプロセスの開始と停止
インストールと設定の完了後、Veritas 製品インストーラは、インストールした製品で使う
プロセスを開始します。必要に応じて、製品インストーラを使ってプロセスを停止または開
始できます。
プロセスを停止するには
◆

製品インストールスクリプトの -stop オプションを使います。
たとえば、VCS プロセスを停止するには、次のコマンドを入力します。
# ./installvcs -stop
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プロセスを開始するには
◆

製品インストールスクリプトの -start オプションを使います。
たとえば、VCS プロセスを開始するには、次のコマンドを入力します。
# ./installvcs -start

インストーラでクラスタの UUID を作成できない
インストーラがクラスタの UUID を設定する前に uuidconfig.pl スクリプトを見つけること
ができない場合、次のエラーメッセージが表示されます。
Couldn't find uuidconfig.pl for uuid configuration,
please create uuid manually before start vcs

このエラーメッセージは、VCS の設定、アップグレード中、またはインストーラを使ってクラ
スタにノードを追加するときに表示されることがあります。
回避策: VCS を起動するには、uuidconfig.pl スクリプトを手動で実行して、各クラスタノー
ドに UUID を設定する必要があります。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

スクリプトベースのインストーラで新しく追加したノードの
LLT、GAB、VCS、または VxFEN を開始できない
既存のクラスタにノードを追加し、LLT、GAB、VCS、または VxFEN を開始しようとした後、
新しいノードでモジュールが起動しないことがあります。スクリプトベースのインストーラで
は、モジュールの起動の開始や失敗についてのエラーメッセージが報告されないことに
注意してください。
回避策: LLT、GAB、VxFEN、および VCS を開始するには、次のファイルの環境変数
START と STOP の値を 1 に変更します。
■

/etc/sysconfig/gab

■

/etc/sysconfig/llt

■

/etc/sysconfig/vcs

■

/etc/sysconfig/vxfen

その後、既存のクラスタの新しく追加したノードで LLT、GAB、VxFEN、VCS を開始しま
す。
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LLT 起動スクリプトでエラーが表示される
ネットワーク上の複数のシステムに同じ LLT ノード ID と同じクラスタ ID がある場合は、
LLT 起動スクリプトで次のようなエラーメッセージが表示されます。
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15238 node 1 already exists
in cluster 8383 and has the address - 00:18:8B:E4:DE:27
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15241 LLT not configured,
use -o to override this warning
LLT lltconfig ERROR V-14-2-15664 LLT could not
configure any link

対処方法: ネットワーク上のすべてのシステムに一意の clusterid-nodeid のペアがある
ことを確認してください。/opt/VRTSllt/lltdump コマンドの -D オプションを使って、ネッ
トワークに接続されている一意の clusterid-nodeid のペアのリストを取得できます。この
ユーティリティは、イーサネット上での LLT の場合のみ利用可能です。

SCSI TEST UNIT READY コマンドが失敗すると、
vxfentsthdw ユーティリティが失敗する
vxfentsthdw ユーティリティの実行中に、次のようなメッセージが表示されることがありま
す。
Issuing SCSI TEST UNIT READY to disk reserved by other node
FAILED.
Contact the storage provider to have the hardware configuration
fixed.

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。

VCS 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
VCS 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。
■

VCS 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

VCS 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
VCS クラスタで cpsadm コマンドを発行した後に接続のエラーメッセージを受信した場合
は、次の処理を実行してください。
■

CP サーバーがすべての VCS クラスタノードからアクセス可能であることを確認します。

■

VCS 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 VCS 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 VCS クラスタで正
しく設定されていません。

■

CP サーバーと VCS 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 VCS 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 VCS 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 VCS 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。

■

CP サーバーと VCS 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 VCS 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 VCS
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、VCS 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
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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 VCS 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。
p.210 の 「CP サーバーを VCS クラスタで使用するための手動による準備」 を参照してく
ださい。

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 VCS 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 VCS クラスタのクラスタ名で、nodeid は VCS 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。

I
CP サーバーベースの I/O
フェンシングを使う VCS クラ
スタ設定例
この付録では以下の項目について説明しています。
■

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成
図
次の CP サーバー構成図は、構成内で CP サーバーを設定する場合のガイドとして使う
ことができます。
■

3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ:
p.403 の 図 I-1 を参照してください。

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するクライアントクラス
タ:
p.404 の 図 I-2 を参照してください。

■

リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノード SFRAC キャ
ンパスクラスタ:
p.406 の 図 I-3 を参照してください。

■

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数のクライアン
トクラスタ:
p.408 の 図 I-4 を参照してください。
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラスタ
図 I-1 は、2 つの一意なクライアントクラスタが 3 台の CP のサーバー（コーディネーショ
ンポイント）によって機能している構成を示しています。各クライアントクラスタは一意の
ユーザー ID を持ちます（UUID1 と UUID2）。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
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3 台の CP サーバーによって機能する 2 つの一意なクライアントクラ
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図 I-2 は、クライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル SCSI-3
LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
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クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクは、ディスクグループ vxfencoorddg に属する c1t0d0s2 と
c1t1d0s2 です。3 番目のコーディネーションポイントは、自身の共有データベースとコー
ディネータディスクを持つ、SFHA クラスタでホストされる CP サーバーです。
高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能するク
ライアントクラスタ

図 I-2
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する 2 ノー
ドキャンパスクラスタ
図 I-3 は、2 ノードキャンパスクラスタが 1 台のリモート CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。
クライアントノードの vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクは、ディスクグループ vxfencoorddg に属する c1t0d0s2 と
c1t1d0s2 です。3 番目のコーディネーションポイントはシングルノード VCS クラスタの CP
サーバーです。
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リモート CP サーバーと 2 台の SCSI-3 によって機能する 2 ノードキャ
ンパスクラスタ

図 I-3
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C

NI

高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複数
のクライアントクラスタ
図 I-4 は、複数のクライアントクラスタが 1 台の高可用性 CP サーバーと 2 台のローカル
SCSI-3 LUN（ディスク）によって機能している構成を示しています。

付録 I CP サーバーベースの I/O フェンシングを使う VCS クラスタ設定例
サーバーベース I/O フェンシングを設定する場合の構成図

クライアントノード（1 つの VCS クライアントクラスタノードと 1 つの SFRAC のクライアントク
ラスタノード）の vxfenmode ファイルでは、vxfenmode は customized に設定され、
vxfen メカニズムは cps に設定されています。
2 台の SCSI-3 ディスクは、ディスクグループ vxfencoorddg に属する c1t0d0s2 と
c1t1d0s2 です。3 番目のコーディネーションポイントは、自身の共有データベースとコー
ディネータディスクを持つ、SFHA クラスタでホストされる CP サーバーです。
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高可用性 CP サーバーと 2 台の SCSI-3 ディスクによって機能する複
数のクライアントクラスタ
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