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リリースノート
この文書では以下の項目について説明しています。
■

イントロダクション

■

Veritas Cluster Server について

■

新しい機能

■

VCS のシステム必要条件

■

サポートされなくなったエージェントとコンポーネント

■

解決した問題

■

既知の問題

■

ソフトウェアの制限事項

■

マニュアルの誤記

■

VCS マニュアル

イントロダクション
始めに、このガイドの最新版を使っていることを確認してください。オンラインで次の場所
にあります。
http://sfdoccentral.symantec.com/sf/5.1/linux/pdf/vcs_notes.pdf
これはドキュメントバージョン 5.1.0 です。
このマニュアルには、Linux 対応の Veritas Cluster Server（VCS）バージョン 5.1 に関
する重要な情報が記載されています。VCS をインストールまたはアップグレードする前
に、このマニュアルをすべてお読みください。
リリースノートに記載された情報は、VCS の製品マニュアルに記載の情報に優先します。
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Veritas Cluster Server について

このリリースで使用可能な最新パッチについては、http://vos.symantec.com/ を参照し
てください。
このリリースに関する重要な更新については、Symantec テクニカルサポート Web サイト
の最新情報の TechNote を確認してください:
http://entsupport.symantec.com/docs/335001
TechNote に示されているリンクから、『Veritas Cluster Server リリースノート』の最新バー
ジョンをダウンロードできます。
このソフトウェアがサポートしているハードウェアに関する情報は、ハードウェア互換性リス
トに含まれ、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
Storage Foundation and High Availability Solutions 製品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してください。

Veritas Cluster Server について
Veritas™ Cluster Server by Symantecr（VCS）は、異機種混在環境においてダウンタ
イムを排除し、サーバー統合とフェールオーバーを容易にし、さまざまなアプリケーション
を効率的に管理することのできるクラスタソリューションです。

VCS エージェントについて
VCS には、クラスタのキーリソースを管理するためのエージェントが付属しています。付属
エージェントの実装と設定は、プラットフォームごとに異なります。
付属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。
Veritas High Availability Agent Pack により、サードパーティ製のストレージソリューショ
ンに高可用性を提供するエージェントにアクセスできます。Agent Pack に含まれるエー
ジェント、開発中のエージェント、シマンテック社のコンサルティングサービスから入手で
きるエージェントについては、この製品の購入先にお問い合わせください。
VCS では、カスタムエージェントの作成が可能なフレームワークが提供されます。Veritas
High Availability Agent Pack、付属エージェント、エンタープライズアプリケーションの
エージェントがニーズに合っていないときに、エージェントを作成してください。また、シマ
ンテック社のコンサルティングサービスを通して、カスタムエージェントもご要望いただけ
ます。
カスタムエージェントの作成について詳しくは『Veritas Cluster Server エージェント開発
者ガイド』を参照してください。
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VCS では、キーエンタープライズアプリケーションを管理するためのエージェントも提供し
ています。VCS でエンタープライズエージェントを設定する前に、そのエージェントがサ
ポート対象のバージョンであることを確認してください。
p.31 の 「サポートされる VCS エージェント」 を参照してください。

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

新しい機能
ここでは、VCS 5.1 リリースで導入された機能について説明します。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。
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VCS インストーラに関する変更
この項では、VCS インストーラに関する変更について説明します。

製品 CD の VCS RPM の場所の変更
製品 CD の VCS RPM の場所は cluster_server ディレクトリから次のディレクトリに変更
されました。
/cdrom/dist_x86_64/rpms（ここで dist は rhel5 または sles10）
DB2、Oracle、Sybase（VRTSvcsea）用の VCS エージェント RPM も他の VCS RPM と同
じ場所にあります。

最小のパッケージのみインストールするオプション
Veritas Cluster Server 製品インストーラは選択したパッケージのみインストールするオ
プションを提供します。最小のパッケージ、推奨されるパッケージ、またはすべてのパッ
ケージをインストールできます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

応答ファイルのテンプレートを作成するオプション
インストーラの -makeresponsefile オプションを使って、応答ファイルのテンプレートを
作成できます。
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
のタスクが正常に完了するたびに応答ファイルも生成します。これらの応答ファイルには、
インストーラからの質問に対してユーザーが回答した詳細情報が、応答ファイルの変数
に対する値の形式で含まれています。また、応答ファイルには、変数や変数の値の概要
や説明も含まれています。
『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

VCS を起動または停止するオプション
インストールと設定が完了したら、インストーラはインストールされた製品が使うプロセスを
起動します。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起動したり、
ドライバをロードまたはロード解除することができます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

VCS の新しい起動環境変数とシャットダウン環境変数
VCS には、システムの起動とシャットダウンの間に次の VCS モジュールの起動とシャット
ダウンを制御する環境変数が用意されました。
■

LLT: /etc/sysconfig/llt ファイルに LLT_START と LLT_STOP 変数があります。
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■

GAB: /etc/sysconfig/gab ファイルに GAB_START と GAB_STOP 変数があります。

■

I/O フェンシング: /etc/sysconfig/vxfen ファイルに VXFEN_START と VXFEN_STOP
変数があります。

■

VCS エンジン: /etc/sysconfig/vcs ファイルに VCS_START と VCS_STOP 変数が
あります。

VCS を設定すると、インストーラによってこれらの変数が有効になります。手動設定を実
行する場合は、これらの変数を明示的に有効にする必要があります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』と『Veritas Cluster Server 管理
者ガイド』を参照してください。

インストーラの耐性のサポート
VCS のインストールまたはアップグレードが中断された場合、次回、インストールまたは
アップグレードを再実行すると、インストーラはインストーラのインスタンスの存在を検出し
ます。その後インストーラは、インストールまたはアップグレードを再開するためのオプショ
ンを表示します。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

インストーラを使った I/O フェンシングの設定のサポート
installvcs の -fencing オプションを使用して、I/O フェンシングを設定できます。クラスタ
で使用するフェンシング機構に基づいて、インストーラは、I/O フェンシングを設定するた
めに次のオプションを提供しています。
■

ディスクベースの I/O フェンシング - コーディネーションポイントとしてディスクを使う場
合。

■

サーバーベースの I/O フェンシング - コーディネーションポイントとして CP サーバー
を使うか、またはコーディネーションポイントとして、コーディネータディスクと CP サー
バーの組み合わせを使う場合。

installvcs は VCS 設定の最後に、無効モードで I/O フェンシングを設定します。ただし、
スプリットブレインの防止機能は無効モードでアクティブになりません。ディスクベースま
たはサーバーベースの I/O フェンシングを使うには、有効モードで I/O フェンシングを設
定することを推奨します。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

Kickstart を使って VCS をインストールするためのサポート
Veritas 製品インストーラは、RHEL の Kickstart ユーティリティを使って VCS をインス
トールするための Veritas Kickstart スクリプト設定ファイルを作成します。このファイル
は正しいインストール順序で VCS の RPM のリストを含んでいます。このファイルは
Kickstart ユーティリティがインストールに使うことができる形式で RPM を含んでいます。
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Kickstart のインストールオプション
インストーラプログラムはネーティブインストールツールに統合される設定スクリプトのサン
プルを生成できます。これらのサンプルスクリプトは、インストールの正しい順序に並んだ、
関連するシマンテック社のパッケージすべてを含みます。この機能はインストールに対し
てサポートされます。アップグレードに対してはサポートされません。

セキュアモードでのクラスタの設定に関する変更
外部ルートブローカーシステムを設定したくない場合、クラスタ内のノードの 1 つをルート
ブローカー兼認証ブローカーとして設定できるようになりました。インストーラが提供する
自動設定モードを使って、クラスタノードをルートブローカーとして設定できます。
installvcs の -security オプションでは、ルートブローカーを設定するためのオプション
は提供されなくなりました。installvcs の -security オプションを使うと、クラスタの AT を
有効または無効にすることのみが可能です。ルートブローカーをインストールして設定す
るには、installer または installat プログラムを使う必要があります。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

インストーラは RSH/SSH が無効な環境ではインストールを続行し
ない
VCS の以前のリリースでは、RSH または SSH 通信が有効でない特定の安全な企業環
境で、インストーラはローカルシステムおよび通信可能なシステムにのみ VCS をインス
トールし、設定しました。インストーラは、クラスタの他のシステムに同じ様に VCS をインス
トールし、設定するために他のシステムにコピーできる応答ファイルも生成していました。
VCS のこのリリースでは、インストーラタスクを実行するには、システム間で RSH 通信また
は SSH 通信が利用可能である必要があります。

Web ベースのインストーラのサポート
このリリースは Web ベースのインストーラを使って対話型のインストールをサポートしま
す。Web インターフェースを使って VCS をインストールし、設定できます。
Web インストーラは次の機能を実行できます:
■

VCS のインストール

■

VCS のアンインストール

■

VCS の設定

■

VCS のアップグレード

■

VCS の起動と停止

■

インストールプレチェックの実行
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インストーラプログラムのオプション機能の設定で、デフォルトの答
えは n（いいえ）
現在、オプション機能の設定に関するインストーラのデフォルトの答えは、いいえです。特
定のオプション機能を設定する場合には y を入力する必要があります。

今後のリリースのローリングアップグレードを有効にするサポート
VCS 5.1 では、今後のリリースでのローリングアップグレードを有効にするサポートが追加
されています。これらの変更により、アップグレード処理時に、インフラとアプリケーション
の最小のダウンタイムで、VCS の将来のバージョンにアップグレードできます。

インストーラプログラムを使った必要条件の収集
インストールの必要条件を収集するためにインストーラの -requirements オプションを
使うことができます。Web ベースのインストーラにも同様のオプションがあります。
表示される情報は次のとおりです。
■

必須のオペレーティングシステムレベル

■

必須パッチ

■

ディスク領域必要条件

■

その他の必要条件

プレチェックが正常に完了した後でインストールを続行するための
サポート
インストーラプログラムには、次のようなより高度なプレチェック、インストール、設定オプ
ションがあります:
■

プレチェックが正常に完了した場合は、インストールに進むかどうかを選択できます。

■

インストールが正常に完了した後で、設定に進むかどうかを選択できます。後で設定
に戻ることも可能です。

インストールのデフォルトシステムの選択
ローカルシステムから、インストーラプログラムは /etc/llthosts にノード名があるかどうか
を調べます。見つかった場合、インストーラプログラムはインストールのデフォルトノードと
してこれらを表示します。llthosts ファイルがない場合は、デフォルトのノード名は表示さ
れません。

通信モード
デフォルトでは、インストーラプログラムは通信に SSH を使います。パスワードなしの SSH
が有効でない場合は、インストーラプログラムは RSH に切り替えます。
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RSH 通信の場合、-rsh オプションが利用可能です。
インストーラプログラムは、クラスタのノードでの RSH と SSH の混在モードをサポートしま
す。インストールプログラムは、異機種混在（RSH と SSH のどちらか、または両方）通信
モードを有効にすることができるシステムでインストールできます。

インストーラプログラムの IPv6 サポート
インストーラを使って、IPv4、IPv6、混在スタック設定のシステムに VCS をインストール、
設定できるようになりました。
次の制限事項が適用されます:
■

RSH は Linux でサポートされません

■

インストーラプログラムは Linux でリンクローカル IPv6 アドレスをサポートしません。

-addnode オプションを使ったノードの追加
-addnode オプションは、実行中のクラスタにノードを追加するためにインストーラに追加

されました。既存のクラスタ設定に基づいて、インストーラは Symantec Product
Authentication Service または I/O フェンシングを使うように新しいノードを設定します。
インストーラは、単一ノードクラスタへのノードの追加もサポートしますが、ノードの追加中
にクラスタを停止します。

応答ファイルでのサイレントおよび自動インストールの機能拡張
インストーラプログラムは、応答ファイルを使ったサイレントインストールをサポートします。
応答ファイルを使って実行できる操作は次の通りです:
■

新規インストール

■

設定

■

アンインストール

■

前のサポート対象のリリースからのアップグレード

インストール時の結合されたリンクの使用
インストーラプログラムは結合された NIC を使うかどうかを尋ね、使う場合は、llttab ファ
イルを設定します。インストーラプログラムは結合されたリンクを検出しないことに注意して
ください。

第 1 章 リリースノート
新しい機能

インストールのトラブルシューティングを行うためのコマンドオプショ
ン
インストールのトラブルシューティングを行うために -debug オプションと -trace オプショ
ンを使ってインストーラを実行できます。

アップグレードの変更
このリリースでのアップグレードに関する変更を次に示します。

ノードの再ブートを必要としない VCS アップグレードパスのサポー
ト
VCS バージョン 4.1 MP4、5.0、5.0 MP1、5.0 MP2、5.0 MP3 から VCS バージョン 5.1
へのインストーラプログラムを使用した一般的なアップグレードを実行する場合、ノードの
再ブートは必要ありません。
他のアップグレードパスに従うアップグレードでは再ブートが必要です。

製品間アップグレードのインストーラに関する変更
このリリースには製品間アップグレードに関する次の変更があります。
■

製品間アップグレードを実行しようとすると、インストーラはエラーメッセージを表示し
て、すぐに正常終了します。
たとえば、VCS 5.0 MP3 を SFHA 5.1 にアップグレードするように選択した場合、イン
ストーラは次のエラーメッセージを表示します。
VCS 5.0.30.00 is installed.
Upgrading VCS 5.0.30.00 directly to SFHA 5.1 is not supported.

インストーラは、以前の VCS バージョンから SFHA、SFCFS、または SF Oracle RAC
バージョン 5.1 への直接アップグレードをサポートしません。VCS をバージョン 5.1 に
アップグレードしてから、スタック製品の 5.1 バージョンをインストールする必要があり
ます。
アップグレード手順については、該当する製品のインストールガイドを参照してくださ
い。
■

SFHA の以前のバージョンがインストールされている場合、インストーラは製品の部分
アップグレードをサポートします。
VCS または SF のみバージョン 5.1 にアップグレードできます。たとえば、SFHA 5.0
MP3 を VCS 5.1 にアップグレードできます。後ですべての SFHA のスタックをアップ
グレードしたい場合には installsf プログラムを実行できます。

VCS でサポートされているアップグレードパスについては、『Veritas Cluster Server イ
ンストールガイド』を参照してください。
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アップグレードに関するその他の変更
製品をアップグレードするためにインストーラの -upgrade オプションを使うことができま
す。Web ベースのインストーラにも類似のオプションがあります。
インストーラプログラムはインストールされた製品を検出し、アップグレードします。インス
トーラプログラムは、Storage Foundation RAC、Storage Foundation CFS、Storage
Foundation High Availability、Storage Foundation、Veritas Cluster Server、Veritas
Volume Manager/Veritas File System/Veritas Volume Replicator という順序で製
品を検出します。その後、インストーラはノードのパッケージをアップグレードし、5.1 のパッ
ケージをインストールします。

VCS エンジンに関する変更
この項では、VCS エンジンに関する新しい機能について説明します。

各クラスタでの汎用一意識別子（UUID）のサポート
今回のリリースでは、クラスタごとに汎用一意識別子を導入しています。
VCS インストーラは、設定の最後に各クラスタの UUID 値を設定します。手動でクラスタ
を設定する場合は、uuidconfig.pl ユーティリティを使ってクラスタの UUID を作成する
必要があります。

VCS エンジンはベクトルタイプの属性から個々の値を削除できる
ベクトルに同じ値が複数ある場合、その値のすべてのインスタンスが削除されます。

VCS コマンドに関する変更
■

フォルダ /opt/VRTS/bin には、他の SFHA 製品コマンドと共によく使われる VCS コ
マンドへのリンクが含まれています。PATH 環境変数にこのディレクトリを追加するこ
とを推奨します。
共通フォルダに存在しないコマンドについては、VCS ユーザーマニュアルに、コマン
ドの完全なパスが指定されています。

■

VCS 5.1 には ha コマンドについて、次の新しいオプションと変更が含まれています。
■

VCS エンジンはベクトルタイプの属性から個々の要素を削除できます。ベクトルリ
ストに同じ値が複数ある場合、VCS エンジンはそのすべての値を削除します。

■ hagrp -resources

コマンドは -clus | -localclus オプションをサポートしていま

す。
hagrp -resources group [-clus cluster | -localclus]

このコマンドはリモートクラスタ cluster 上のグローバルグループのリソースを表示
します。
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オプション -clus は変数 cluster によって指定されたクラスタの情報を表示します。
オプション -localclus はローカルクラスタを指定します。
■

hastatus コマンドは -time オプションをサポートしています。
hastatus [-sound] [-time] -sys sys [ -sys sys ... ]

-time オプションを指定すると、状態が受信されたときのシステム時刻が出力され
ます。
■

hares コマンドはリソースをオフラインにする -parentprop オプションをサポートし
ています。
hares -offline [-ignoreparent | -parentprop] res -sys system

-parentprop オプションは VCS が特定のリソースをオフラインにする前に、すべ
ての親リソースを順番に停止します。
■

switch group コマンドは -any オプションをサポートしています。
hagrp -switch group -any [-clus cluster | -localclus]

このオプションはクラスタ間で、パラレルグローバルグループの切り替えを可能に
します。このコマンドを実行して、クラスタ間でパラレルグローバルサービスグルー
プを切り替えると、VCS はリモートクラスタ内の可能なすべてのノードでパラレル
サービスグループをオンラインにします。
■

-modify オプションを使用した ha コマンドは -insert オプションをサポートするよ
うになりました。
これにより、指定のインデックスでベクトルまたはキーリスト属性に、1つ以上の値
を追加できます。
hares -modify resource attr -insert index value ...

詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

サポート分析のための FFDC（First Failure Data Capture）ログ
VCS で何らかの問題が発生すると、FFDC（First Failure Data Capture）ログが生成さ
れ、他のコアダンプやスタックトレースと一緒にダンプされます。デバッグログが有効にさ
れていない場合、これらの FFDC のログは専門のサポートを必要とする問題を分析する
ために役立ちます。
『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

UUIDCONFIG(1M) の新しいマニュアルページ
UUIDCONFIG(1M) の新しいマニュアルページでは、VCS ノードでクラスタの UUID（ユ
ニバーサル一意 ID）を管理する方法が説明されています。
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VCS による IPv6 のサポート
IPv6 をサポートする VCS のコンポーネントは次のとおりです。
■

■

VCS エンジンの情報は次のとおりです。
■

デュアルスタック設定とピュアスタック設定（IPv4 または IPv6 の一方）で IPv6 と
IPv4 をサポートします。

■

Windows のシミュレータは IPv4 のみをサポートします。

■

「Cluster」オブジェクトの ClusterAddress 属性の値として IPv6 アドレスを使えま
す。

WAC（Wide-Area Connector）に関する情報は次のとおりです。
■

Cluster オブジェクトの ClusterAddress 属性の値として IPv6 アドレスを使えま
す。

■

グローバルクラスタを構成するすべてのクラスタの ClusterAddress は同じファミ
リーのものである必要があります（IPv6 または IPv4）。

■

ハートビートエージェント: Icmp エージェントと IcmpS エージェントの Arguments 属
性の値として IPv6 アドレスを使うことができます。

■

Steward: クラスタオブジェクトの Stewards 属性の値として IPv6 アドレスのリストを使
えます。

付属エージェントの変更点
この項では VCS の付属エージェントに関する変更点について説明します。

新しい付属エージェント
VCS には次の新しいエージェントがあります。
■

CoordPoint: I/O フェンシング設定のコーディネーションポイントを監視します。

次の Veritas Volume Replicator エージェントも付属するようになりました。
■

RVG: RVG のオンライン化、RVG への読み書きアクセスの監視、RVG のオフライン
化を行います。

■

RVGPrimary: アプリケーションのフェールオーバー後、セカンダリからプライマリへ
の移行、つまりテイクオーバーを行います。

■

RVGSnapshot: VVR セカンダリ RDS にあるすべてのボリュームについて、トランザク
ション的に整合性がとれており、スペースが最適化されたスナップショットを生成、破
棄します。

■

RVGShared: 共有環境の RVG を監視します。
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■

RVGLogowner: CVMcluster 内のノードをログ所有者として割り当てたり、割り当て
の解除を行います。

■

RVGSharedPri: パラレルサービスグループのフェールオーバーが発生したときにセ
カンダリをプライマリに移行つまりテイクオーバーします。

『Veriras Cluster Server Agents for Veritas Volume Replicator 設定ガイド』を参照
してください。
p.31 の 「サポートされなくなったエージェントとコンポーネント」 を参照してください。

新しい属性
ここでは、VCS 5.1 および VCS 5.0 MP3 の属性について説明します。

削除された属性
VCS 5.1 では次の属性が使われなくなりました。
■

OfflineProcScanInterval

■

ProcScanInterval

VCS 5.0 MP3 では次の属性が使われなくなりました。
■

DiskHbStatus

■

MajorVersion

■

MinorVersion

パッケージの更新
表 1-1 に、このリリースのパッケージと関連している更新を一覧表示します。
表 1-1

パッケージのリスト

5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

該当せず

VRTScps

新しいパッケージ。

Veritas Cluster Server
Coordination Point Server

該当せず

VRTSvcsea

新しいパッケージ。

Veritas Cluster Server
Enterprise Agents

該当せず

VRTSsfmh

新しいパッケージ。

Veritas Storage Foundation
Managed Host

該当せず

VRTSaslapm

新しいパッケージ。

Volume Manager ASL/APM
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5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

SYMClma

該当せず

5.0MP3 で廃止。機能終了。 Symantec License Inventory
Agent

VRTSaa

VRTSsfmh

VRTSsfmh に統合。

VRTSacclib

該当せず

5.1 で廃止。新規インストー Veritas Cluster Server ACC
ルの場合は利用不可。 アッ Library 5.0 by Symantec
プグレードするお客様のみ
利用可能。

VRTSalloc

該当せず

5.1 で廃止。機能終了。

Veritas Storage Foundation
Intelligent Storage
Provisioning

VRTSat

VRTSat

変更なし。

Symantec Product
Authentication Service

VRTSatClient

VRTSatClient

変更なし。

Symantec Product
Authentication Service

VRTSatServer VRTSatServer 変更なし。

Symantec Product
Authentication Service

Veritas Enterprise
Administrator Action Agent

VRTScavf

VRTScavf

変更なし。

Veritas Cluster Server Agents
for Storage Foundation
Cluster File System

VRTSccg

VRTSsfmh

VRTSsfmh に統合。

Veritas Enterprise
Administrator Central Control
Grid

VRTScfsdc

該当せず

5.0MP3 で廃止。マニュアル Veritas Cluster File System マ
は PDF として DVD メディア ニュアル
で入手可能。

VRTScmccc

該当せず

5.1 で廃止。5.x CMC リリー Veritas Cluster Management
スとともに配布。
Console Cluster Connector

VRTScmcdc

該当せず

5.0MP3 で廃止。5.x CMC
リリースとともに配布。

Veritas Cluster Management
Console のユーザーマニュアル

VRTScmcm

該当せず

5.0MP3 で廃止。5.x CMC
リリースとともに配布。

マルチクラスタ環境用 Veritas
Cluster Management Console
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5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

VRTScmcs

該当せず

5.1 で廃止。5.x CMC リリー 単一クラスタ環境用 Veritas
スとともに配布。
Cluster Management コンソー
ル

VRTScs

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas Centralized
スとともに配布。
Management for Storage
Foundation Management
Server

VRTScscm

該当せず

5.1 で廃止。
Veritas Cluster Server クラスタ
http://go.symantec.com/vcsmc マネージャ
からダウンロード可能

VRTScscw

該当せず

5.1 で廃止。

VRTScsdoc

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas Enterprise
スとともに配布。
Administrator Central Server
のマニュアル

VRTScsocw

該当せず

5.1 で廃止。

VRTScssim

該当せず

5.1 で廃止。
Veritas Cluster Server
http://go.symantec.com/vcsmc Simulator
からダウンロード可能。

VRTScutil

VRTScutil

少数の VCS パッケージを含 Veritas Cluster Utility
むように拡張。

VRTScweb

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas Enterprise
スとともに配布。
Administrator Central Server
のマニュアル

VRTSd2gui

該当せず

5.1 で廃止。機能終了。

Veritas Storage Foundation
for DB2 グラフィカルユーザーイ
ンターフェース

VRTSdb2ed

該当せず

5.1 で廃止。機能終了。

Veritas Storage Foundation
for DB2

VRTSdbac

VRTSdbac

変更なし。

Veritas Oracle Real
Application Cluster Support
Package

Veritas Cluster Server 設定ウィ
ザード

Veritas Cluster Server Oracle
と RAC の設定ウィザード
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5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

VRTSdbcom

VRTSdbed

VRTSdbed に統合。

Veritas Storage Foundation
Common Utilities for
Databases

VRTSdbdoc

該当せず

5.0MP3 で廃止。マニュアル Veritas Storage Foundation
は PDF として DVD メディア for Databases のマニュアル
で入手可能。

VRTSdbed

VRTSdbed

DBED パッケージを含むよう Veritas Storage Foundation
に拡張。
for Oracle

VRTSdbms3

該当せず

5.1 で廃止。5.1 では
Sybase ASA リポジトリは使
われない。

Symantec Shared DBMS

VRTSdcli

該当せず

5.1 で廃止。

Veritas Distributed Command
Line Interface

VRTSdcp

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas Disk Correlator
スとともに配布。
Provider

VRTSddlpr

該当せず

5.1 で廃止。機能は
VRTSob に統合。

Veritas Device Discovery
Layer Services Provider

VRTSdsa

該当せず

5.1 で廃止。機能終了。

Veritas Datacenter Storage
Agent

VRTSdsm

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas Datacenter Storage
スとともに配布。
Manager

VRTSfas

該当せず

5.0MP3 で廃止。機能終了。 Veritas FlashSnap Agent for
Symmetrix

VRTSfasag

該当せず

5.0MP3 で廃止。機能終了。 Veritas Cluster Server Agents
for Veritas FlashSnap Agent
for Symmetrix

VRTSfasdc

該当せず

5.0MP3 で廃止。機能終了。 Veritas FlashSnap Agent for
Symmetrix のマニュアル

VRTSfsdoc

該当せず

5.0MP3 で廃止。マニュアル Veritas File System マニュアル
は PDF として DVD メディア
で入手可能。

VRTSfsman

VRTSvxfs

VRTSvxfs に統合。

Veritas File System - マニュア
ルページ
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5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

VRTSfsmnd

VRTSfssdk

VRTSfssdk に統合。

Veritas File System SDK - マ
ニュアルページ

VRTSfspro

VRTSob

VRTSob に統合。

Veritas File System
Management Services
Provider

VRTSfssdk

VRTSfssdk

変更なし。

Veritas File System SDK

VRTSfsweb

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas File System Provider
スとともに配布。
Web Client Extension

VRTSgab

VRTSgab

変更なし。

VRTSgapms

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas Generic Array Plug-in
スとともに配布。
for Mapping Services

VRTSgcsha

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas GCS の高可用性のエー
スとともに配布。
ジェント

VRTSgcspr

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas SAN Global
スとともに配布。
Configuration Server Object
Bus Provider

VRTSglm

VRTSglm

変更なし。

Veritas Global Lock Manager

VRTSgms

VRTSgms

変更なし。

Veritas Group Messaging
Services

VRTSicsco

該当せず

5.1 で廃止。

Symantec Infrastructure Core
Services Common

VRTSjre

該当せず

5.0MP3 で廃止。

Veritas Java Runtime
Environment Redistribution

VRTSjre15

該当せず

5.1 で廃止。

Symantec Java Runtime
Environment Redistribution

VRTSllt

VRTSllt

変更なし。

Veritas Low Latency
Transport

VRTSlvmconf VRTSlvmconf 変更なし。

VRTSmapro

該当せず

VRTSob に統合。

Veritas Group Membership
and Atomic Broadcast

Veritas Linux LVM to VxVM
Converter
Veritas Storage Mapping
Provider
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5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

VRTSmh

VRTSsfmh

VRTSsfmh に統合。

Veritas Storage Foundation
Management host

VRTSob

VRTSob

変更なし。

Veritas Enterprise
Administrator Service

VRTSobc33

該当せず

5.1 で廃止。SFM リリースと Veritas Enterprise
ともに配布される機能
Administrator Core

VRTSobgui

該当せず

5.1 で廃止。SFM リリースと Veritas Enterprise
ともに配布される機能。
Administrator

VRTSobweb

該当せず

5.1 で廃止。SFM リリースと Veritas Enterprise
ともに配布される機能。
Administrator Web コンソール

VRTSodm

VRTSodm

変更なし

Veritas Oracle Disk Manager

VRTSorgui

該当せず

5.1 で廃止。サポート対象
外。

Veritas Storage Foundation
for Oracle グラフィカルユーザー
インターフェース

VRTSpbx

該当せず

5.1 で廃止。

Symantec Private Branch
Exchange

VRTSperl

VRTSperl

変更なし。

Veritas Perl 5.8.8
redistribution

VRTSsmf

該当せず

5.0MP3 で廃止。

Symantec Service
Management Framework

VRTSspt

VRTSspt

変更なし。

Veritas Software Support
Tools

VRTSsybed

該当せず

5.1 で廃止。機能終了。

Veritas Storage Foundation
for Sybase

VRTSvail

該当せず

5.1 で廃止。SFM リリースと Veritas Array Providers
ともに配布される機能。

VRTSvcs

VRTSvcs

少数の VCS パッケージを含 Veritas Cluster Server
むように拡張。

VRTSvcsag

VRTSvcsag

以前に VRTSvcsvr に含ま Veritas Cluster Server
れていたエージェントを含む Bundled Agents
ように拡張。
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5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

VRTSvcsdb

VRTSvcsea

VRTSvcsea に統合。

Veritas High Availability
Agent for DB2

VRTSvcsdc

該当せず

5.0MP3 で廃止。マニュアル Veritas Cluster Server のユー
は PDF として DVD メディア ザーマニュアル
で入手可能。

VRTSvcsdr

VRTSvcsdr

変更なし。

Veritas Cluster Server Disk
Reservation Modules and
Utilities by Symantec

VRTSvcsmg

VRTSvcs

VRTSvcs に統合。

Veritas Cluster Server English
メッセージカタログ

VRTSvcsmn

VRTSvcs

VRTSvcs に統合。

Veritas Cluster Server のマニュ
アルページ

VRTSvcsor

VRTSvcsea

VRTSvcsea に統合。

Veritas High Availability
Agent for Oracle

VRTSvcssy

VRTSvcsea

VRTSvcsea に統合。

Veritas High Availability
Agent for Sybase

VRTSvcsvr

VRTSvcsag

VRTSvcsag に統合。

Veritas Cluster Server Agents
for Veritas Volume Replicator

VRTSvdid

該当せず

5.1 で廃止。

Veritas Device Identification
API

VRTSvlic

VRTSvlic

変更なし。

Symantec License Utilities

VRTSvmdoc

該当せず

5.0MP3 で廃止。マニュアル Veritas Volume Manager の
は PDF として DVD メディア ユーザーマニュアル
で入手可能。

VRTSvmman

VRTSvxvm

VRTSvxvm に統合。

Veritas Volume Manager のマ
ニュアルページ

VRTSvmpro

該当せず

VRTSob に統合。

Veritas Volume Manager
Management Services
Provider

VRTSvmweb

該当せず

5.0MP3 で廃止。SFM リリー Veritas Volume Manager
スとともに配布。
Management Services Web
Client Extensions
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5.0 パッケー
ジ名

5.1 パッケー
ジ名

変更の説明

パッケージの説明

VRTSvrdoc

該当せず

5.0MP3 で廃止。マニュアル Veritas Volume Replicator の
は PDF として DVD メディア ユーザーマニュアル
で入手可能。

VRTSvrpro

該当せず

VRTSob に統合。

VRTSvrw

該当せず

5.1 で廃止。SFM リリースと Veritas Volume Replicator
ともに配布。
Web コンソール

VRTSvsvc

該当せず

5.0MP3 で廃止。

Veritas Volume Server and
Client Provider

VRTSvxfen

VRTSvxfen

変更なし。

Veritas I/O Fencing

VRTSvxfs

VRTSvxfs

VRTSfsman（マニュアル
Veritas File System
ページ）を含むように拡張。
Linux: VRTSvxfs-common
と VRTSvxfs-platform パッ
ケージを 1 つの VRTSvxfs
パッケージに統合。

VRTSvxmsa

該当せず

5.1 で廃止。機能終了。

VRTSvxvm

VRTSvxvm

VRTSvxman（マニュアル
Veritas Volume Manager バイ
ページ）を含むように拡張。 ナリ
Linux:
VRTSvxvm-common と
VRTSvxvm-platform パッ
ケージを 1 つの VRTSvxvm
パッケージに統合。

VRTSweb

該当せず

5.1 で廃止。

Veritas Volume Replicator
Management Services
Provider

Veritas VxMS Mapping
Service、Application Libraries

Symantec Web サーバー

パッケージのディレクトリ構成
単一の rpms ディレクトリがディスクのルートになりました。製品ごとの構造は廃止されまし
た。

I/O フェンシング機能の変更
この項では、I/O フェンシング機能に関する新しい機能と変更について説明します。
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Coordination Point サーバーのサポート
今回のリリースでは、Coordination Point サーバー（CP サーバー）のサポートが追加さ
れました。CP サーバーをサーバーベースの I/O フェンシング機能を持つコーディネー
ションポイントとして使用できます。
Coordination Point サーバーは、カスタマイズされたフェンシング機構に基づいたソフト
ウェアソリューションであり、リモートシステムまたはクラスタで動作します。クライアントのク
ラスタノードでフェンシングタスクを実行できるようにすることでアービトレーション機能を
実装できます。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

コーディネータディスクの一意の I/O フェンシングのキー
vxfen ドライバは、コーディネータディスクに登録されている SCSI3 キーの LLT クラスタ
ID をエンコードするようになりました。ディスクが複数のクラスタにゾーン化されている場
合、I/O フェンシングキーを使用して、コーディネータディスクが属するクラスタを識別で
きます。VCS 5.1 は複数のクラスタ間でのコーディネータディスクの共有をサポートしませ
ん。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

vxfenclearpre の新しいコマンドオプション
vxfenclearpre コマンドに次のオプションが追加されました。
■

コーディネータ専用ディスクオプション

■

コーディネータディスクからのすべてのキーを消去するオプション

■

コーディネータディスクから接頭辞の VF が付いたすべてのキーを消去するオプショ
ン

■

clusterid で指定するコーディネータディスクからキーのみを消去するオプション

vxfenconfig コマンドの新しい -W オプション
vxfenconfig コマンドに -W オプションが追加されました。このオプションを使うと、サポー
ト対象の I/O フェンシングプロトコルのバージョンと現在の I/O フェンシングプロトコルの
バージョンを表示できます。

新しい vxfen_vxfnd_tmt チューニングパラメータ
I/O フェンシングに、新しいチューニングパラメータ vxfen_vxfnd_tmt が導入されまし
た。このパラメータを使って、I/O フェンシングドライバ VxFEN が、任意のタスクの完了後
に I/O フェンシングのデーモン VXFEND の戻りを待たなければならない時間（秒単位）
を調整できます。
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詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

LLT への変更
LLT への変更は次の通りです。
■

lltconfig コマンドには、次の新しいオプションがあります。
■

?W は LLT でサポートされるブロードキャストおよび現在のプロトコルバージョン
情報を出力します。

■

?P は一部の LLT パラメータを設定可能にします。

■

LLT によって登録された OS タイムアウトを追跡する機構が LLT 内に追加されまし
た。

■

lo pri リンクの障害時間を指定するための個別のチューニングパラメータ
「peertroublelo」が追加されました。

■

LLT のデフォルトのハートビート機構は、ブロードキャストハートビートではなく、2 地
点間ユニキャストになりました。

GAB への変更
この項では、このリリースでの GAB に関する新機能と変更を一覧表示します。

登録の監視
登録監視機能を使用すると、VCS エンジン（HAD）が強制終了されて、指定の時間間隔
の後で再接続されないときの GAB の動作を設定できます。この機能は、vcsenv ファイル
で定義されている VCS_GAB_RMTIMEOUT 環境変数と VCS_GAB_RMACTION 環境
変数の設定を使います。
hashadow プロセスはリアルタイムプロセスになっています。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

gabconfig コマンドの新しい -W オプション
gabconfig コマンドに -W オプションが追加されました。このオプションを使うと、サポート
されている GAB プロトコルのバージョンと現在の GAB プロトコルのバージョンを表示でき
ます。

セキュアモードで実行する VCS クラスタに関する変更
この項では、セキュアモードで動作するクラスタに関する 5.1 での変更をリストします。

第 1 章 リリースノート
VCS のシステム必要条件

root ユーザー以外のユーザーは、ログイン時にパスワードが不要
root ユーザー以外のユーザーは、パスワードがなくてもセキュアクラスタで HA コマンド
を実行できるようになりました。
詳しくは、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参照してください。

AT CLI によるセキュアクラスタでの LDAP 認証の有効化をサポー
ト
addldapdomain と atldapconf コマンドを使って、セキュアクラスタで LDAP 認証を有

効にできるようになりました。
詳しくは、『Veritas Cluster Server インストールガイド』を参照してください。

オペレーティングシステムの互換性に関する変更
VCS のオペレーティングシステムの互換性に関する変更は次のとおりです。

RHEL5 と OEL5 の配布での Security-Enhanced Linux のサポー
ト
VCS が拡張され、Security-Enhanced Linux （SELinux）上で有効モードまたは強制
モードで実行できるようになりました。VCS はセキュリティコンテキストが unconfined_t 環
境のときのみ、SELinux をサポートします。

VCS agent for Oracle への更新
Veritas Cluster Server agent for Oracle では、次の機能が新しく追加または拡張され
ています。
■

Oracle 用 VCS エージェントバイナリが VRTSvcsea パッケージに含まれるようになり
ました。このパッケージには、DB2 および Sybase 用の VCS エージェントバイナリも含
まれています。

■

インストーラプログラムを使用して、VCS エージェントバイナリをインストールした場合、
プログラムは該当するエージェントの types.cf ファイルを含めて、main.cf ファイルを
更新します。

■

Oracle ASMInst エージェントには、StartUpOpt と ShutDownOpt の 2 つの新しい
属性があります。

VCS のシステム必要条件
この項では、VCS のシステム必要条件を説明します。

27

28

第 1 章 リリースノート
VCS のシステム必要条件

次の情報は、VCS クラスタに適用されます。SF Oracle RAC のインストールには適用され
ません。
VCS では、クラスタ内のすべてのノードが同じプロセッサアーキテクチャを使用し、同じ
バージョンのオペレーティングシステムを実行していることが必須です。ただし、ノード間
で特定の RHEL または OEL バージョンの更新レベルが異なっていたり、特定の SLES
バージョンのサービスパックレベルが異なっていてもかまいません。
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 の配布を実行す
る必要があります。

サポート対象ハードウェア
このソフトウェアがサポートしているハードウェアは、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。

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 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
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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。
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 1-2 は、各 Linux オペレーティングシステムで VCS が必要とする RPM をリストします。
表 1-2

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

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 をサポートしています。
■

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

メモ: VCS は以前のバージョンの SF と次のバージョンの SF をサポートしているため、製
品のアップグレードが簡単です。
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サポートされる VCS エージェント
バージョン 5.1（VRTSvcsea）でリリースされるエンタープライズアプリケーション用 Veritas
エージェントは VCS 5.1 をサポートしています。
アプリケーションベンダーが表にあるバージョンのアプリケーションの動作を Linux 上で
サポートしている場合は、Veritas エージェントは Linux 上でそのバージョンのアプリケー
ションをサポートします。
エージェントがサポートするエンタープライズアプリケーションとソフトウェアのためのエー
ジェントを 表 1-3 に一覧で示します。
エンタープライズアプリケーションのための VCS エージェントでサポー
トされるソフトウェア

表 1-3

エー
アプリケーション
ジェント

アプリケー
Linuxバージョン
ションのバー
ジョン

DB2

8.1, 8.2

RHEL 5

9.1, 9.5, 9.7

SLES 10

DB2 Enterprise
Server Edition

OEL5
Oracle

Oracle

9i

RHEL5

10g R1

SLES 10

10g R2

OEL 5

11g R1
Sybase

Sybase Adaptive
Server Enterprise

12.5.x、15.x

RHEL 5
SLES 10
OEL 5

詳しくは、エージェントのインストールおよび設定ガイドを参照してください。
VCS アプリケーションエージェントと、エージェントがサポートするソフトウェアのリストは、
「Veritas Cluster Server Agents Support Matrix」を参照してください。

サポートされなくなったエージェントとコンポーネント
次の項目は VCS のサポート対象外になりました。
■

削除された属性の一覧については
p.17 の 「削除された属性」 を参照してください。

■

設定ウィザード
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■

CampusCluster エージェント

■

Apache エージェント設定ウィザード

■

更新した Oracle エージェントでは Oracle 8.0.x と Oracle 8.1.x はサポート対象外

■

更新した DB2 エージェントでは DB2 7.2 はサポート対象外

■

VCS マニュアルパッケージ（VRTSvcsdc）
VCS マニュアルパッケージ（VRTSvcsdc）は推奨していません。ソフトウェアディスク
には、VCS のマニュアルが PDF 形式で収められています（cluster_server/docs ディ
レクトリ）。
シマンテック社では、適切なマニュアルを参照できるよう、ユーザーのシステムの
/opt/VRTS/docs ディレクトリにマニュアルのデータをディスクからコピーしておくこと
をお勧めします。

解決した問題
解決されたインシデントを次に示します。

VCS 5.1 の解決済みの問題
次の問題は VCS 5.1 で解決されています。
表 1-4 に示した問題は、VCS 5.1 で解決しています。
表 1-4

VCS 5.1 で解決した問題

インシデント 説明
1830978

notifier に通知を送信している間に送信が失敗した場合に、HAD がクラッシュす
ることがありました。

1829180

vcsag_i18n_inc.sh ファイルの VCSAG_SU () 関数に、su コマンドを実行する不
正なオプションがあります。

1808754

Sybase リソースをオンラインにすると、SqlTest.pl はエージェントログにエラーを
生成します。

1789808

クラスタは、クラスタ全体を再ブートしないと HA コマンドを受け入れません。

1780722

Samba グループで、Interfaces に CIDR アドレスを持つ「netbios」リソースが、オ
ンラインになりません。

1735142

Mount エージェントは 4 TB 以上のサイズのファイルシステムを stat できません
でした。
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インシデント 説明
1710470

グローバルクラスタ環境で、HAD がクラッシュすることがありました。グローバルク
ラスタ環境で、C1 に新しいシステムが追加されてグローバルグループの
SystemList が修正された場合、C2 では、このグループのすべてのリモートリソー
スの ResourceInfo の属性がデフォルト値に設定される必要があります。これが行
われていなかったため、C2 のリモートリソースに対する hares -display で、SEGV
を取得していました。

1705398

IP リソースの clean エントリポイントはオフラインで関連 NIC リソースを取得しま
す。

1665825

Mount エージェントは NFSv4 の NFS マウントポイントをサポートしません。

1634031

プライマリクラスタの node1 でのグローバルグループの計画されたオフラインで、
リソースに障害が発生し、その後にリモートクラスタのグループの計画されたオン
ラインが続く場合、node1 が再ブートされると、プライマリクラスタでグループがオ
ンラインになることができ、グローバルな同時性違反が発生します。これはデータ
破損の原因となることがあります。

1599129

ノードのパニック後にサービスグループがフェールオーバーできない原因となっ
ていた問題が解決しました。

1588784

VCS エンジンは数字で始まるシステム名をサポートしていません。

1587173

LC_ALL が設定されていない環境であっても、hastart スクリプトによって LC_ALL
に空白文字が設定されました。

1539089

エージェントのログファイルに連続してログが書き込まれると、エージェントフレー
ムワークでメモリリークしていました。

1537433

セキュリティ保護されたグローバルなクラスタ環境では、VCS はリモートクラスタの
クラスタ障害を検出するために長時間かかりました。これはセキュリティで保護され
た接続で、ソケットがブロックソケットとして開かれたためでした。

1403471
1531720

ポート a のシーディングでは他のポートをシーディングしません。

1531512

Oracle エージェントは oraerror.dat から対応する最後の処理のみ取得し、以前
の処理を無視します。 ログにエラーが示されていても、リソースが FAULTED 状
態に移行しません。

1480337

クラスタは automounter が実行中でアクティブな場合に、NFS リソースをフェー
ルオーバーしません。

1404384

PreSwitch が True に設定されているグローバルグループの切り替え中に、HAD
がクラッシュしました。

1456802
1456724

親グループが自動無効化されている場合に、グループのスイッチ/フェールオー
バーロジックが完了しません。
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インシデント 説明
1142970

クライアントがチャネルを作成して、切断した場合に、VCS はエラー「SSL ハンド
シェークが失敗しました」をログに記録します。

1421070

システムがきわめて長時間実行されており、システムティック数が「unsigned long」
を超えた場合、システムに負荷がない場合でも CPUUsage が 100% として計算
されます。

1365195
1403471
1397692

ターゲットシステムまたは IP が停止している場合に、connect() 呼び出しで VCS
クライアントがハングアップすることがあります。

VCS 5.0 MP3 RP2 で解決した問題
次の問題は VCS MP3 5.0 RP2 で解決されました。
表 1-5

VCS 5.0 MP3 RP2 で解決した問題

インシデント 説明
1507031

LVMVolumeGroup 監視スクリプトは、すべての配布でボリュームの存在を正しく
確認するようになりました。

1469787

/dev/llt で HAD によって開かれたファイル記述子が実行時に閉じられるようにな
りました。

1451717

hasys コマンドは、存在しない属性が -display コマンドで指定されたときにエラー
メッセージを表示するようになりました。

1450300

NFS エージェントは、複数の IP アドレスのエクスポートをサポートするようになりま
した。

1440459

vxfen の init.d スクリプトが変更され、システムをブートすると、vxfen サービスが
vxvm-boot サービスの後に起動するようになりました。

1425599

setsockopt 関数は、サポート対象の Linux カーネルバージョンでのみ、
SO_BSDCOMPAT とともに呼び出されます。

1424929

GAB CONNECTS メッセージ送信の競合状態が解決しました。

1414709

すべてのリソースがオフラインになった後、サービスグループの IntentOnline 属
性は 0 にリセットされます。

1407418

環境変数 VCS_LOG_MAXLEN のエクスポート時にエージェントログファイルが作
成されるようにロジックが変更されました。

1404384

Preswitch の属性値が TRUE に設定されている場合、グローバルグループは
ターゲットクラスタに切り替えられるようになりました。
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インシデント 説明
1403471

グローバルクラスタ障害の検出時間が短縮しました。

1386527

CPU 使用率の計算中に発生したバッファオーバーフローが排除されました。

1369622

Steward プロセスは、「steward -start」で呼び出されたとき、デーモンとして起動
するようになりました。

表 1-6

VCS 5.0 MP3 RP2 で解決した問題

インシデント 説明
1703756

［VCS］ パラレルグローバルグループが正常にオンラインになった時でも警告メッ
セージが表示される問題を解決しました。これは、適切なターゲットが決定された
後、内部変数が増分されないために発生します。そのため、ターゲット選択アル
ゴリズムが再び実行され、処理が適切なターゲットですでに開始されているので
エラーになります。

1677412

［エージェント］サービスグループの SystemList を修正すると、必要なエージェン
ト以外のすべてのエージェントが開始しないように、問題を解決しました。あるシス
テムでユーザーによって停止されたエージェントが、SystemList を修正してその
システムを追加すると、グループにそのエージェントタイプのリソースがなくても、
再起動しました。SystemList を修正して新しいシステムを追加すると、エンジン
は、グループにその種類のリソースがあるかどうかを確認しないで、すべてのエー
ジェントを開始しました。SystemList が修正されて新しいシステムが追加された
時はいつでも、グループにリソースがあるエージェントのみが開始されるように、
コードを変更しました。

1675815

［HAD］VCShmg（グループ）、VCSHM（リソース）、HostMonitor（タイプ）などの
HostMonitor オブジェクトが各オブジェクトの数に数えられないように問題を解決
しました。
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解決した問題

インシデント 説明
1672405

［VCS］OLH（Online Local Hard）でリンクする親グループと、OLF（Online Local
Firm）でリンクする親グループをもつ子サービスグループの切り替え操作で、OLF
の親がオンラインであっても OLH の親と子グループが切り替わる問題を解決しま
した。2 つのサービスグループが 1 つの子に依存し、1 つの親には Online Local
Hard の依存関係（OLH）が存在し、他の親には Online Local Firm の依存関係
（OLF）が存在する場合に、次のような動作になっていました。
hagrp -switch Hard_ParentSG -any コマンドは、両方の親を切り替えます。
hagrp -switch Hard_ParentSG -to sysB コマンドは、Hard リンクしている親グ
ループのみを子グループと共に切り替えます。
hargp -switch コマンドに次のオプションのどちらをつけて実行しても、
hagrp -switch SG_parent -any
hagrp -switch SG_parent -to <sys>
親グループは Hard 依存関係の場合にのみ（子グループがオンラインの間に）切
り替わります。Soft または Firm 依存関係の場合には切り替えは起きません。OLH
の親グループの切り替え操作が成功するのは、OLH の親グループが、唯一のオ
ンライン親グループであり、子グループに依存する他のオンライン親グループが
存在しない場合です。OLH の親と子グループは他の親を持つことができます。た
だし、OLH の子グループは常にリーフノードです。

1668609

［エージェント］プロキシエージェントを更新し、プロキシリソースの最初のプローブ
をスケジュール設定する前にターゲットリソースをプローブできるようになりました。

1638725

［LLT］システムに優先度が高いプロセスがある場合、LLT タイマ機能が必要なほ
ど早く動作しないことがある問題を解決しました。LLT は、ノード間のハートビート
メカニズムを使って、他のノードが稼動していることを確認し、識別します。
VCS/SFRAC のすべてのノードは、50 ミリ秒ごとに、クラスタ内の他のすべてのノー
ドに対してハートビートパケットを送信します。このハートビートは LLT タイマスレッ
ドで送信されます。負荷が大きい場合、LLT タイマスレッドがハートビートを送信
するようにスケジュール設定されないことがあります。ビジー状態のノードでは、
LLT スレッドが 16 秒間ハートビートを送信できません。他のノードはビジー状態
のノードで障害が発生したものと判断してしまう結果、ビジー状態のノードの負荷
が低下してクラスタの他のノードとの通信を開始すると常にパニックになります。
LLT ハートビートのコードを、LLT スレッドのコンテキストからタイマ割り込みのコン
テキストに移動しました。これにより、50 ミリ秒後にタイマが起動するとすぐにハー
トビートが送信されます。割り込みハンドラはリアルタイムで動作するため、スケ
ジュール設定の遅延はありません。

第 1 章 リリースノート
解決した問題

インシデント 説明
1638240

［エージェント］RUN_<servername> ファイルが他の（デフォルト以外の）場所に
移動されると Sybase のエージェントが Sybase のリソースをオンラインにできない
問題を解決しました。デフォルト以外の場所にある Sybase dataserver の
RUN_<servername> ファイルは、Sybase エージェントではサポートされません。
そのため、RUN_<servername> ファイルを他の場所に移動すると、エージェント
は Sybase のリソースをオンラインにできません。Run_ServerFile という名前の新
しい string 型の属性が、Sybase と SybaseBk のエージェント用に導入されまし
た。この属性の値には、RUN_<servername> ファイルの絶対パスを設定できま
す。

1634924

［VCS］HostMonitor リソースが削除された後でもエンジンのログが CPU 使用率
を示した問題を解決しました。

1633973

［VCS］障害が発生したサービスグループをオンラインにする前にノードが
Authority 属性をテストしないため、同時性違反が発生し、ディザスタリカバリサ
イトでサービスグループがオフラインにされる問題を解決しました。

1603120

［VCS］NFSRestart リソースが設定されなくても NFSRestart トリガが呼び出され
る問題を解決しました。これはパフォーマンスにとって有害でした。

1600786

［フェンシング］コーディネータディスクのキーが vxfenswap コマンドを使って更
新されたときにネットワーク分割が起こると I/O エラーが起きる問題を解決しまし
た。コーディネータディスクのキーを誤って消去した場合、vxfenswap コマンドを
使って更新できます。ただし、操作の特定ポイントでネットワーク分割があると、I/O
エラーが起きる場合があります。コーディネータディスクに登録されているキーが
失われた場合、スプリットブレインが発生すると、クラスタはパニックを起こす場合
があります。vxfenswap スクリプトを使ってコーディネータディスクを同じディスク
に置換すると、データ破損のリスクなしで見つからないキーが再び登録されます。
ただし、アルゴリズムでは修正フェーズでキーが登録され、ネットワーク分割があ
る場合には登録により同期なしで獲得が上書きされるので、I/O エラーが起きる可
能性があります。vxfenswap ユーティリティが既存のコーディネータディスクで実
行された場合は、修正フェーズではなくコミットフェーズで登録を行うようにしまし
た。

1600484

［VCS］設定の検証と UserNames 属性の修正の間に、ユーザー名が検査されて
検証されるように問題を解決しました。main.cf ファイル内の UserNames 属性の
2 番目以降のユーザーの場合、ユーザー ID に特殊文字を含むユーザーも受け
付けられます。最初のユーザー名のみが、有効な名前かどうかを検査されます。
main.cf ファイルで UserNames 属性に複数のユーザーが定義されている場合、
または haclus -modify UserNames u1 p1 u2 p2 コマンドを実行した場合、無効
なユーザー名でも受け付けられていました。
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解決した問題

インシデント 説明
1590726

［VCS］通知が設定されたときに高い CPU/SWAP 使用率についての通知を VCS
が生成する問題を解決しました。クラスタオブジェクト属性 HostMonLogLvl を使
用してユーザーが機能を有効または（完全に/部分的に）無効にできるよう、
HostMonitor 機能が拡張されました。VCS では、HostMonitor 機能は、
HostMonitor タイプのリソース VCShm を含む VCShmg グループによってデフォ
ルトで有効になっています。通知が VCS で設定された場合、CPU/SWAP の使
用率が致命的なレベルを超えると常に通知を受け取ります。新しい属性
HostMonLogLvlA- が追加されました。指定できる値は「ALL」、「HMAgentLog」、
「DisableHMAgent」で、「ALL」がデフォルトです。

1589851

［GAB］メモリ予約を使い果たしたことによるシステムパニックの原因を修正しまし
た。

1545229

［エージェント］エントリポイントのスケジュールの優先度の制御、および新しい属
性 EPPriority、EPClass、OnlinePriority、OnlineClass を使ったクラスのスケ
ジュール設定が可能なように、問題を解決しました。

1545222

［エージェント］エントリポイントのタイムアウト値をパラメータとして引数リストでエー
ジェントのエントリポイントに渡すことができるよう、問題を解決しました。

1544263

［エージェント］Oracle エージェントが複数のエラーがある場合でも最後のエラー
に対する処理を実行し、それより前のエラー番号を無視する問題を解決しました。
これは、エージェントが、エラーのリストを解析するときに、最新のエラーに移動し
て状態を取得し、そのエラーに対応する処理を実行したために発生しました。処
理の優先度は FAILOVER、UNKNOWN、IGNORE です。いずれかのエラーが
FAILOVER/NOFAILOVER であれば、リソースは FAULTED になります。いずれ
かのエラーが UNKNOWN 処理であれば、リソースは UNKNOWN 状態に移行
します。それ以外の場合は、安全にエラーを無視し、ONLINE として状態を戻し
ます。

1540807

［GAB］GAB ライブラリの gab_receive() 関数によって返されるエラー番号が間
違っている問題を解決しました。gab_receive() 関数は -1 を返しますが、エラー
番号は 0 に設定されていました。

1539087

［エージェント］エージェントフレームワークがメッセージのログ記録の間にメモリを
リークしているように見える問題を解決しました。

1522568

［エージェント］従属属性にリソース名を設定するときにエージェントフレームワー
クがクラッシュする問題を解決しました。
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インシデント 説明
1509742

［GAB］ポート a のメンバーシップが発生する前に VCS がオンライン状態になった
場合 VCS への GAB メンバーシップ（ポート h）が発生しない問題を解決しました。
GAB サービスのクライアントはクラスタメンバーシップを取得できません。最小クォー
ラム数のノードがクラスタに参加した後でのみメンバーシップを提供するよう GAB
を設定することを推奨します。GAB ポート a がノードでのメンバーシップを形成す
る前に GAB のクライアントが起動した場合、ポート a または他の GAB ポートがク
ラスタメンバーシップを受け取らなくても、このクライアントは少なくとも設定されて
いるクォーラム数のノードで起動するまでクラスタメンバーシップを取得できませ
ん。以前は、ポート a のシーディングにより、他のすべてのポートで CONNECTS
メッセージをシーディングすることで、これらのポートでのシーディングがトリガされ
ていました。しかし、これは e1424927 によって解決された競合の原因になりまし
た。修正により、他のポートへの SEED ビットの伝播に使われていた CONNECTS
が無効になりました。SEED ビットは、ポート「a」が再設定された後で他のポートに
伝播されます。各ポートのマスターは、そこのポート a が再設定された後で再設
定の計算を実行します。

1504693

［GAB/LLT］LLT が GAB に backenable を提供できない問題を解決しました。こ
の問題により、GAB モジュールの gabwrite() 関数でエラーが起きていました。

1377324

［エージェント］/var/VRTSvcs/log/tmp/Oracle-0 ファイルにエラーメッセージが
発生する解析エラーを解決しました。

1368385

［エージェント］階層化ボリュームが使われている場合に DiskGroupSnap が動作
しない問題を解決しました。VxVM は、大きいボリュームが複数のディスクを使用
する場合、階層化ボリュームをデフォルトで作成します。エージェントはボリューム
ごとに各サイトにプレックスがあることを想定しますが、VxVM はプレックスにサイ
トタグを割り当てず、最上位のプレックス 1 つのみが存在します。したがって、エー
ジェントは設定が無効であることを報告します。これは、階層化ボリュームがサポー
トされていなかった元のエージェントでの制限事項でした。

1070177

［エージェント］db2start コマンドを使うための新しい属性を追加することで問題を
解決しました。db2start コマンドを使うオプションがありませんでした。追加された
オプションの属性 UseDB2start により、ユーザーは db2start コマンドを使って
DB2 を起動できます。

VCS 5.0 MP3 RP1 で解決した問題
VCS on Linux には、5.0 MP3 RP1 リリースはありませんでした。

既知の問題
この VCS リリースでは、次の問題が解決していません。
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VCS のインストールとアップグレードに関する問題
この項では、VCS のインストールとアップグレードに関する問題について説明します。

SFHA の部分的なアップグレードの間に発生するエラー
SFHA を 5.0 MP3 RP2 から 5.1 にアップグレードする間の VCS パッケージのアップグ
レードにおいて、CPI は I/O フェンシングパッケージ（VRTSvxfen、VRTSllt、VRTSgab）
のアンインストールに失敗します。 [1779129]
回避策: SFHA を 5.0 MP3 RP2 から 5.1 にアップグレードする前に、I/O フェンシングの
Hotfix 5.0MP3RP2HF2 を適用する必要があります。

VCS の操作上の問題
この項では、VCS の操作上の問題について説明します。

SMTP の通知電子メールの件名にエンティティ名が含まれていな
い
SMTP 通知電子メールの件名行には、エンティティ名が含まれていません。 [1836562]

CmdServer プロセスは IPv6 環境で起動しないことがある
IPv6 環境では、CmdServer プロセスは起動しないことがあります。特定のノードで起動
しない場合は、localhost が ::1 に解決するようにそのノードの /etc/hosts ファイルを修
正してください。[1798200]
回避策: /etc/hosts ファイルに次の行を追加します。
::1

localhost

大量の設定を保存すると、main.cf のファイルサイズが非常に大
きくなる
サービスグループに大量のリソースまたはリソース依存関係があり、PrintTree 属性を 1
に設定した場合、設定を保存することによって、設定ファイルのサイズが非常に大きくな
り、処理速度に影響を与えることがあります。 [616818]
回避策: PrintTree 属性を 0 に設定することによって、再生成された設定ファイルでリソー
スツリーの出力を無効にします。
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サービスグループの自動起動時に、Load ポリシーの Limits およ
び Prerequisites に反することがある
次の条件をすべて満たしたとき、サービスグループを自動起動時に、ワークロード管理の
Load フェールオーバーポリシーに反したシステムに、グループ（G1）をオンライン化する
ことがあります。[251660]
■

複数の自動起動グループが同じ Prerequisites を使っている場合。

■

クラスタには 2 つのサービスグループ G1、G2 が定義されており、VCS をまだ起動し
ていないが、すでに G2 がオンラインとなっているノードで VCS を起動したときに、G1
がまだどのノードでもオンラインとなっていない場合。

■

オンライングループが調査される前に、オフライングループが調査された場合。

この場合には、Load ポリシーの Prerequisites が満たされていなくても、グループ G2 が
オンラインとなっているノードで、グループ G1 を自動起動させる可能性があります。
回避策: 同じ Prerequistes を共有するすべてのグループを永続的にフリーズしてから、
hastop -force コマンドを使って、このようなグループがオンラインになっているクラスタ
またはノードで、VCS を停止させます。クラスタまたはノードが強制終了オプションを使用
しないで停止可能であれば、この回避策は不要です。

REMOTE_BUILD 状態でトリガが呼び出されない
場合によっては、システムが REMOTE_BUILD 状態のときに injeopardy トリガが VCS
によって呼び出されません。このトリガは、システムが RUNNING 状態になったときに呼
び出されます。

hagetcf スクリプトがエラーを報告する
VCS クラスタに関する情報を収集するために hagetcf スクリプトを実行すると、次のエラー
が起きます。
tar: cannot stat ./var/VRTSvcs/log/.*A.log.

Not dumped.

回避策: このメッセージは無視してもかまいません。

ポート v が設定できる状態にないため、ノードがクラスタに参加で
きない
ノードがあるクラスタから離脱するときに、並行して別のノードがそのクラスタに参加しよう
としたときにこの状況が起こります。GAB スレッドが別のプロセスでスタック状態になった
場合、新しいノードはクラスタに参加できず、GAB は次の警告をログに記録します。
GAB WARNING V-15-1-20126 Port v not ready
for reconfiguration, will retry.
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再ブート後にネットワークインターフェースの名前が変化する
SUSE システムでは、HOTPLUG_PCI_QUEUE_NIC_EVENTS=yes と
MANDATORY_DEVICES="..." が設定されていても、再起動するとネットワークインター
フェースの名前が変わってしまいます。
回避策: PERSISTENT_NAME= ethX を使います。ここで、X は、すべてのインターフェー
スのインターフェース番号です。

DiskRes ドライバのロード解除には、RHEL の再ブートを必要とす
る
RHEL が動作しているシステムでは、DiskRes ドライバをアップグレードまたは置き換え
た場合、後からシステムを再ブートする必要があります。

SLES での UDP 経由の LLT 処理速度の低下
UDP 経由の LLT では LLT のプライベートリンクで使用するイーサネットインターフェー
スで IP アドレスが正しく割り当てられていることが必要です。イーサネットインターフェー
スで IP アドレスを設定するために ifconfig を使うと、SLES では信頼性が失われる可能
性があります。
回避策: IP アドレスが YaST または YaST2 を使って設定されているとき、この問題は発
生しません。
メモ: UDP 経由の LLT は Red Hat Enterprise Linux で問題が発生する可能性があり
ます。システムは、警告ログを出し続け、CPU の使用率が上昇し、システムがハングアッ
プする可能性があります。

サービスグループをオフラインにする間にマウント解除に失敗する
Red Hat Enterprise Linux 4 の既知の問題によりマウント解除に失敗することがありま
す。NFS クライアントが高負荷の I/O を実行するとき、サービスグループをオフラインにし
ている間に NFS サービスグループにあるリソースのマウント解除は、失敗することがあり
ます。詳しくは、Red Hat の Bugzilla ID 154387 を参照してください。

1 つの IP リソースをオフラインにすると、同じノード上の他の IP リ
ソースが利用できなくなる
いずれのインターフェースの場合でも新しい IP アドレスを plumb するとき、他の IP アド
レスが同じサブネット内のインターフェースに存在する場合は、その IP アドレスはセカン
ダリとマーク付けされます。インターフェースからプライマリの IP アドレスを削除した場合、
サブネット内のすべてのセカンダリ IP アドレスも削除されてしまいます。そのため、1 つの
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IP リソースをオフラインにした場合に、同じノード上の他の IP リソースが利用できなくなり
ます。 [1205382]
回避策: ベース IP アドレスをプライマリ IP アドレスと同じサブネットに設定します。

VCS エンジンに関する問題
この項では、VCS エンジンに関する問題について説明します。

複数の CPU と大量のメモリを搭載するシステムのシャットダウン
時間が ShutdownTimeout 属性を超えることがある
多数の CPU とメモリを搭載するシステムの場合に、システムの停止にかかる時間が、
ShutdownTimeout 属性のデフォルト値を超過することがあります。 [1472734 ]
回避策: 構成に基づいて、ShutdownTimeout 属性の値を大きくします。

リソースの AutoStart 属性が 0 に設定されていると、親サービス
グループにあるリソースをオンラインにできないことがある
この問題は、online local firm な依存関係にリンクされているサービスグループで起き
ます。このときには、親サービスグループのすべてのリソースの AutoStart 属性は 0（false）
に設定され、VCS が作動するまでは、これらリソースの内の少なくとも 1 つのリソースは
VCS の制御外で実行された状態になります。親サービスグループの AutoStart 属性自
体は関係ありません。
親サービスグループのリソースを個別にオフラインにし、子サービスグループをクラスタ内
の他のノードに切り替えるかフェールオーバーする場合は、子サービスグループはその
ノード上でオンラインになりますが、親サービスグループはそのノード上ではオンラインに
なりません。 [1363506]
親サービスグループのリソースの VCS エンジンのログには次のエラーが表示されます。
「VCS 警告 V-16-1-10285 オンラインにできません: リソースのグループはフリーズしてお
り、依存関係が満たされるまで待機します（VCS WARNING V-16-1-10285 Cannot
online: resource's group is frozen waiting for dependency to be satisfied）」
回避策: このようなシナリオでは、親サービスグループのリソースをオフラインにしている場
合は、最後のリソースに対して次のコマンドを使います。
hagrp ?offline service_group -sys system_name -clus cluster_name

ここで、service_group 親サービスグループの名前、system_name はサービスグループ
をオフラインにするシステムの名前、cluster_name はシステムが属しているクラスタの名
前です。
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VCS エンジンが LEAVING 状態で停止することがある
連続して次の操作を実行すると、VCS エンジンが LEAVING 状態に遷移し、停止するこ
とがあります。
■

子リソースに障害が発生したリソースに対して、hares -online コマンドを実行する

■

リソースをオンラインにしようとした同じノードで、hastop -local コマンドを実行する

回避策: hastop -local -force コマンドを発行します。

親グループがゾーン 1 で障害が発生しているため、子グループが
自動的にゾーン 2 にフェールオーバーされる
親グループがゾーン 1 で障害が発生しているため、子グループが自動的にゾーン 2 に
フェールオーバーされます。[1859387]

VCS 付属エージェントに関する問題
この項では、VCS 付属エージェントに関する問題について説明します。

DiskGroupSnap エージェントはすべてのノードをキャンパスクラス
タ設定の一部と想定する
このエージェントは現在、クラスタのすべてのノードがキャンパスクラスタ設定の一部であ
ると想定します。 [1852521]

monitor の設定によりローカルサービスグループのみがオフライ
ンになると RemoteGroup エージェントが障害になる
このエージェントは、サービスグループがオフライン化されると、offline エントリポイントを
まだ呼び出していうちにリソースのオフラインを返します。これによりリソースは障害になり
ます。 [1851078]

VCS 5.0 MP3 から 5.1 へのアップグレードの後で DNS リソースが
UNKNOWN 状態になる
VCS 5.0 MP3 から 5.1 へのアップグレードの後で、DNS リソースが UNKNOWN 状態に
なります。
回避策: ha コマンドを使って DNS エージェントの ResRecord 属性の値を手動で更新し、
DSN リソースをオンラインにできることを確認します。
# haconf -makerw
# hares -modify resname ResRecord -add alias hostname
# haconf -dump -makero
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対応するリソースまたはサービスグループを、必要に応じてオンラインにします。

エージェントのパフォーマンス低下とエンジンへのハートビート送
信の不能
システムに 200 以上のリソースが設定されている場合、エージェントは正しく機能するた
めに十分な CPU サイクルを取得できないことがあります。これにより、エージェントがエン
ジンとのハートビートを同期的に生成できなくなる可能性があります。エージェントのパ
フォーマンスが低下し、エージェントがエンジンにハートビートを送信できないことに気づ
いた場合は、次の現象があるかどうかを調べます。
/var/VRTSvcs/diag/agents/ に移動し、次に類似するファイルを見つけます。
FFDC_AGFWMain_729_agent_type.log
FFDC_AGFWSvc_729_agent_type.log

FFDC_AGFWTimer_729_agent_type.log core
agent_typeAgent_stack_729.txt

ここで、agent_type はエージェントの種類で、Application や FileOnOff などです。これ
らのファイルを見つけたら、次の手順を実行します。
/var/VRTSvcs/log/ に移動し、engine_*.log ファイルで次に類似するメッセージを調べ
ます。
2009/10/06 15:31:58 VCS WARNING V-16-1-10023 Agent agent_type
not sending alive messages since Tue Oct 06 15:29:27 2009
2009/10/06 15:31:58 VCS NOTICE V-16-1-53026 Agent agent_type
ipm connection still valid
2009/10/06 15:31:58 VCS NOTICE V-16-1-53030 Termination request sent to
agent_type agent process with pid 729

回避策: 上記の両方の基準が当てはまる場合、AgentReplyTimeout 属性値を大きくし
ます（300 秒まで、または必要に応じて）。 [1853285]

エージェントフレームワークはサービススレッドがエントリポイント
内でハングアップした場合に検出しない
まれに、エージェントフレームワークはすべてのサービススレッドが C エントリポイント内で
ハングアップした場合に検出しません。この場合、それらを正常に取り消さないことがあり
ます。 [1511211]
回避策: エージェントのサービススレッドがハングアップした場合、kill 信号を送信して、
エージェントを再起動します。コマンド $ kill -9 hung agent's pid を実行します。
haagent -stop コマンドはこの状況で機能しません。
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ターゲットリソースが削除され、再追加される場合に、依存リソー
スの ArgListValues 属性値が正しく設定されないことがある
リソース属性では、リソースを削除すると、依存リソースの値の依存属性の値が更新され
ません。
たとえば、リソース（rD）があり、これがリソースの属性値（rT:Attr_rt）に依存しているとし
ます。ターゲットリソース（rT）を削除し、それ（rT）を再追加すると、依存リソース（rD）は属
性（Attr_rt）の正しい値を取得しません。 [1539927]
回避策: 参照属性（target_res_name）の値に空の文字列を設定します。
# hares -modify rD target_res_name ""

ここで rD は依存リソースの名前で、target_res_name はターゲットリソースの名前を含む
参照属性の名前です。
参照属性（target_res_name）の値にターゲットリソース（rT）の名前を設定します。
# hares -modify rD target_res_name rT

アプリケーションエージェントがカーネルプロセスを監視できない
アプリケーションエージェントは、grep コマンドで特別な意味を表すワイルドカード文字
を持つプロセスを監視できません。 [1232043]

IP リソースのフェールオーバーの問題
システムパニックが発生しても、しばらくの間 IP アドレスはシステムに関連付けられたまま
になります。そのような場合、VCS は IP リソースを別のシステムにフェールオーバーでき
ないことがあります。これは、I/O フェンシング中にシステムパニックが発生した場合に見
られる可能性があります。
回避策: IP リソースタイプの OnlineRetryLimit 属性の値を大きくします。

DiskReservation がリソースのマウントに失敗することがある
DiskReservation リソースをオンラインにしたとき、エージェントもディスクで BLKRRPART
ioctl を実行します。これによりブロックサブシステムが新しいブロックデバイスを表示しま
す。その結果として、OS はブロック hotplug エージェントを起動してイベントを処理しま
す。hotplug エージェントは、処理の一部ですべての古いエントリをマウント解除します。
[364315]
hotplug エージェントは非同期なので、すべての hotplug エージェントが処理を完了し
たか検出することは困難です。したがって、hotplug エージェントが動作している間でも、
DiskReservation リソースが ONLINE になります。ディスクが予約されているのでリソー
スは SCSI 予約が有効です。ただし、DiskReservation リソースが ONLINE になるとき、
依存する Mount リソースも起動することがあります。hotplug エージェントは、Mount
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エージェントがマウントと監視サイクルを実行した後、マウント解除を実行することが可能
です。Mount リソースの Monitor エントリポイントがマウント解除の後に呼び出される場
合、VCS は、Mount リソースをオンラインと認識しません。Monitor がマウント解除前に
呼び出されると、リソースは ONLINE になり、次の監視サイクルで FAULTED 状態になり
ます。
回避策: この問題を回避するため、DiskReservation リソースの Monitor エントリポイン
トが、DiskReservation リソースの Online エントリポイントが完了した HOTPLUG_DELAY
秒後に呼び出されるように DiskReservation エージェントがハードコードされています。
DiskReservation リソースがオンラインになってから 5 秒後に最初の監視が実行される
ように HOTPLUG_DELAY は 5 秒にハードコードされています。
hotplug エージェントがデフォルトの HOTPLUG_DELAY 時間内に完了できない場合、
Mount タイプの OnlineRetryLimit と RestartLimit を 1 に設定します。

NFS ロックリカバリはサポートされない
RHEL と SLES の問題のため、NFS ロックリカバリはサポートされません。
■

RHEL5 の問題については、bugzilla id 118100 と 115437 を参照してください。

■

SLES10 の問題については bugzilla id を参照してください。

NFS は 255 よりも大きいマイナー番号を処理できない
NFS は 255 よりも大きいマイナー番号を処理できません。[292216]
回避策: VxVM ディスクグループのマイナー番号が 255 を超えないようにしてください。

NFS セキュリティ機能
NFS セキュリティ機能は、VCS 環境で動作しません。NFSSecurity 属性は、将来の使用
のため予約されています。 [568498 ]

Share エージェントに関する問題
hastop -local -force コマンドを実行した後で VCS を再起動した場合、オンライン

だった Share リソースがオフライン状態になることがあります。手動で Share リソースをオ
ンラインにする必要があります。 [1845516]

SELinux での LVMVolumeGroup エージェントのエラー
LVMVolumeGroup エージェントが SELinux 用に設定されている場合、次のエラーが
監視サイクルごとに監査ログに記録されていることに気づくことがあります。[1056433]
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msg=audit(1189772065.053:232113): avc:
denied { search } for pid=29652
comm="vgdisplay" name="LVMVolumeGroup" ...

回避策: 次のコマンドを使って、メッセージの出力を停止します。
# setsebool -P vcs_lvmagent_support true

VCS の I/O フェンシングに関する問題
この項では、VCS の I/O フェンシングに関する問題について説明します。

rsh または ssh 通信が同じノードに設定されていない場合、
vxfenswap と vxfentsthdw ユーティリティは失敗する
rsh または ssh 通信を同じノードに設定しないと、vxfenswap ユーティリティと
vxfentsthdw ユーティリティは失敗します。システム間でのパスワード不要の rsh または
ssh 通信の必要条件に加えて、これらのユーティリティは同じノードにもパスワード不要の
ssh または rsh の設定が必要です。 [1846387]
回避策: これらのユーティリティを実行するノードに、パスワード不要のログイン用に ssh
または rsh を設定してください。

ノード再ブート後の先在するスプリットブレイン
I/O フェンシングが dmp モードで設定されている場合、VCS 5.0 のフェンシングドライバ
は、Veritas DMP を使ってディスクドライバへの SCSI コマンドを処理します。これによっ
て、フェンシングは、Veritas DMP を使ってコーディネータディスクにアクセスできます。
特定のディスクアレイでは、パス障害のためにパスがフェールオーバーするとき、以前ア
クティブだったパスの SCSI-3 Persistent Reservation キーは削除されません。クラスタ
のノードがすべて同時に再ブートされる場合、クラスタは、「先在するスプリットブレイン」
メッセージを伴う先在するスプリットブレイン状態が原因で起動しません。 [609407]
回避策: vxfenclearpre スクリプトを使って、コーディネータディスクとデータディスクから
キーを削除します。

一部の vxfenadm オプションが DMP パスで機能しない
vxfenadm ユーティリティの一部のオプションが、/dev/vx/rdmp/sdt3 などの DMP パス
で適切に機能しません。
回避策: DMP パスに対して -m オプションの代わりに -a オプションを使ってキーを登録
します。
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vxfenswap ユーティリティでの -n オプションの使用法メッセージが
正しくない
vxfenswap ユーティリティが表示する使用法メッセージのうち次の行が正しくありません

［1847517］。
-n use /usr/bin/ssh for communication
instead of the default /usr/bin/ssh

正しいメッセージは次のとおりです。
-n use /usr/bin/rsh for communication
instead of the default /usr/bin/ssh

LLT に関する問題
この項では、LLT に関する問題について説明します。

lltconfig -T query コマンドが部分的に正しくない出力を表示する
lltconfig -T query コマンドを実行すると、次のような出力が表示されます。 [1859023]

# lltconfig -T query
Current LLT timer values (.01 sec units):
heartbeat

= 50

heartbeatlo = 100
peertrouble = 200
peertroublelo= 400
peerinact

= 1600

oos

= 10

retrans

= 10

service

= 100

arp

= 30000

arpreq

= 3000
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Current LLT flow control values (in packets):
lowwater

= 40

highwater = 200

想定される出力は次の通りです。
# lltconfig -T query
Current LLT timer values (.01 sec units):
heartbeat

= 50

heartbeatlo

= 100

peertrouble

= 200

peertroublelo= 400
peerinact

= 1600

oos

= 10

retrans

= 10

service

= 100

arp

= 30000

arpreq

= 3000

timetoreqhb

= 1400

reqhbtime

= 40

timetosendhb = 200

この不一致は LLT の機能には影響しません。
回避策: 実際の出力の正しくない最後の 3 行を、次のように正しい出力に対応させます。
実際の出力

想定される出力

値
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Current LLT flow control
values (in packets):

timetoreqhb

200

lowwater

reqhbtime

40

highwater

timetosendhb

200

LLT ポートの統計で recvbytes よりも大きい recvcnt が示される
ことがある
パケットを受信するたびに、LLT は次の変数を増分します。
■

recvcnt（パケットごとに 1 ずつ増加）

■

recvbytes（すべてのパケットのパケットサイズのみ増加）

これらの変数は両方とも整数です。一定のトラフィックでは、recvbytes はすぐに MAX_INT
に達してロールオーバーします。これにより recvbytes の値が recvcnt の値よりも小さく
なることがあります。 [1788315]
これは LLT の機能に影響しません。

LLT は大きいクラスタ設定のノードに正しくないポートレベル接続
を宣言することがある
ポートがクラスタのノードで頻繁に登録、登録解除されると、LLT はポートレベルの接続
が別のピアノードに存在すると宣言することがあります。これはポートがピアノードに登録
されていなくても、一部の極端なケースで発生します。 [1809827]

VCS と Symantec Product Authentication Servic に関する問題
この項では、VCS と Symantec Product Authentication Service に関する問題につい
て説明します。

vcsat コマンドと cpsat コマンドがハングアップしているようにみえ
る
次のコマンドはコマンドシェルから呼び出すと、ハングアップしているように見えることがあ
ります。
■

/opt/VRTScps/bin/cpsat

■

/opt/VRTSvcs/bin/vcsat

この問題はコマンドでユーザーの介入が必要な場合に発生します。 [1841185]
回避策:
■

vcsat の問題を修正するには、次のコマンドを実行します。
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# export EAT_HOME_DIR=/opt/VRTSvcs
# /opt/VRTSvcs/bin/vssatvcs command_line_argument
# unset EAT_HOME_DIR
■

cpsat の問題を修正するには、次のコマンドを実行します。
# export EAT_HOME_DIR=/opt/VRTScps
# /opt/VRTScps/bin/vssatcps command_line_argument
# unset EAT_HOME_DIR

グローバルクラスタに関する問題
この項では、グローバルサービスグループに関する問題について説明します。

グループ操作の途中であるというメッセージを発行し、グローバル
グループが DR サイトでオンラインにならない
グローバルグループが動作するノードに障害が発生した場合、VCS では内部的にその
グループの MigrateQ 属性を設定し、ローカルクラスタの別のノードにグローバルグルー
プをフェールオーバーしようとします。MigrateQ 属性は、グループがオンラインであった
ノード名を格納します。クラスタ内でのフェールオーバーが成功しない場合、VCS はその
グループの MigrateQ 属性を消去します。ただし、グループの依存関係が 2 階層以上
深いと、VCS はすべてのグループの MigrateQ 属性を消去しません。 [1795151]
この不具合により、VCS は、グループがローカルクラスタ内でフェールオーバー操作の途
中であると誤って解釈し、DR サイトでグループはオンラインにならずに次のメッセージを
出します。
VCS WARNING V-16-1-51042 Cannot online group global_group.
Group is in the middle of a group operation in cluster local_cluster.

回避策: RUNNING 状態にあるローカルクラスタのノードで次の手順を実行します。
DR サイトでグローバルグループをオンラインにするには

1

MigrateQ 属性が、リモートクラスタでオンラインにするグローバルグループ用に設
定されているかどうかを確認します。
# hagrp -display -all | grep -i migrateq

このコマンドは、グループがオンラインであった障害ノードの名前を表示します。

2

リモートクラスタでオンラインにするグローバルグループをフラッシュします。
# hagrp -flush global_group -sys faulted_node -clus local_cluster

各オプションの説明
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■

global_group は、リモートクラスタでオンラインにするグループです。

■

faulted_node は、グローバルグループをホストし、また障害が発生したローカル
クラスタのノードです。

■

local_cluster は、ローカルサイトのクラスタです。

フラッシュ操作により MigrateQ 属性からノード名が消去されます。

3

リモートクラスタでサービスグループをオンラインにします。
# hagrp -online global_group -any -clus remote_cluster

グローバルクラスタ環境のセキュリティ保護されたサイトで、
engine.logs ファイルが著しく多くのログメッセージを受け取る
1 つのサイトで WAC プロセスがセキュアモードで動作し、別のサイトがセキュアモードを
使用していない場合、セキュリティ保護されたサイトの engine.logs ファイルは 5 秒ごとに
ログを取得します。 [1539646]
回避策: グローバルクラスタの 2 つの WAC のプロセスは、セキュアモードか非セキュア
モードのいずれかで常に起動される必要があります。セキュリティ保護された WAC 接続
と、セキュリティ保護されていない WAC 接続により、engine_A.logs が上のメッセージで
いっぱいになります。

haclus -state コマンドの出力が一貫しない
haclus -state コマンドが出力する障害クラスタの情報が、クラスタ間で一貫していませ

ん。[1179782]

セキュアモードで実行されているグローバルクラスタでファイアドリ
ルサービスグループの設定が失敗する
Veritas Volume Replicator がレプリケーションに使用されている場合、セキュアモード
で実行されているグローバルクラスタで、fdsetup ウィザードがファイアドリルサービスグ
ループの作成に失敗します。 [1295115]

クラスタ間の切り替えにより同時性違反が起きることがある
ローカルクラスタ内において、ノード間でのサービスグループの切り替え中に、そのサー
ビスグループをクラスタ間でも切り替えようとした場合に、ローカルとリモートの両方のクラ
スタでサービスグループがオンラインになることがあります。この問題は、グローバルグ
ループのみに発生します。ローカルグループでは、このような現象は見られません。
回避策: クラスタ間での切り替えを実行する前に、そのグループがローカルで切り替えを
実行していないか確認してください。
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グローバルクラスタ環境で LVM を使うと同時性違反が起きること
がある
Linux オペレーティングシステムの LVM（Logical Volume Manager）では、すべてのレ
プリケーションテクノロジがサポートされているわけではありません。VCS レプリケーション
エージェントと LVM を使う前に、エージェントのマニュアルと最新の Agent Pack のニュー
スを確認してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/282004

グローバルサービスグループが AutoStart ノードでオンラインに
ならない
クラスタ起動時に、そのクラスタに最後に参加したシステムが、グローバルグループの
SystemList 属性には定義されているが、AutoStartList 属性に定義されていない場合、
そのグローバルグループはクラスタで自動起動されません。この問題は、グローバルグ
ループのみに発生します。ローカルグループでは、このような現象は見られません。
回避策: クラスタに参加する最後のシステムは、グローバルグループの AutoStartList 属
性に定義されているシステムであることを確認してください。

［クラスタの宣言（Declare Cluster）］ダイアログにフェールオーバー
ターゲットとして最高優先度のクラスタが表示されないことがある
グローバルクラスタに障害が発生すると、［クラスタの宣言（Declare Cluster）］ダイアログ
を使ってグループをローカルクラスタにフェールオーバーできます。ただし、ローカルクラ
スタには、クラスタリストで最高優先度が割り当てられていない場合があります。
回避策: リモートクラスタでグローバルグループをオンラインにするには、次のいずれかを
実行します。
■

Java コンソールから、Cluster Explorer ツリーまたは［サービスグループビュー（Service
Group View）］で該当のグローバルグループを右クリックし、［リモートオンライン
（Remote Online）］操作を使ってリモートクラスタ上のグループをオンラインにします。

VCS Agent for DB2 に関する問題
この項では、VCS Agent for DB2 に関する問題について説明します。

IndepthMonitor データベースで 1 つのパーティションにのみエ
ラーがある場合でも、すべてのパーティションに障害が起きる
この問題は、複数のパーティションが同じデータベースを使っている場合の MPP 環境で
起きます。Databasename 属性を不正な値に変更した場合、そのデータベースを使用し
ているすべてのパーティションに障害が起きます。 [568887]
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DB2 エージェントを実行しているときのログメッセージ
DB2 用の Veritas エージェントが ja_JP.eucJP ロケールで VCS システム上で実行されて
いるときは、VCS は次のメッセージをログに記録します。
Failed to open file /opt/VRTSvcs/messages/ja/HAD.bmcmap.

回避策: エージェントが正しく機能しており、このメッセージは無視してもかまいません。

VCS Agent for Oracle に関する問題
この項では、VCS Agent for Oracle に関する問題について説明します。

特定の Oracle エラーに指定された NOFAILOVER アクション
Veritas Cluster Server agent for Oracle では、詳細監視時に検出された Oracle エ
ラーの処理が改善されています。このエージェントは、Oracle エラーとそれに対するアク
ションの一覧で構成された参照ファイル oraerror.dat を使います。
アクションについて、詳しくは『Veritas Cluster Server Agent for Oracle インストールお
よび設定ガイド』を参照してください。
現在、この参照ファイルでは、次の Oracle エラーが起きた場合の対応策として
NOFAILOVER アクションが指定されています。
ORA-00061, ORA-02726, ORA-6108, ORA-06114

NOFAILOVER の場合、エージェントはリソースの状態を OFFLINE に設定し、サービス
グループをフリーズします。エージェントを停止し、oraerror.dat ファイルを編集して、
NOFAILOVER アクションを環境に応じた適切なアクションに変更することもできます。
エージェントを再起動すると、変更が有効になります。

診断が機能しないことがある
MonitorOption を 1 に設定した場合、次のメッセージが表示されるときに診断監視が機
能しないことがあります。[589934]
Warning message - Output after executing Oracle Health
Check is: GIM-00105: Shared memory region is corrupted.

回避策: リソースを監視し続けるには、MonitorOption を 0 に設定します。

ASM インスタンスが ASMDG リソースのオフライン後に VxVM ボ
リュームをマウント解除しない
ASMInstance リソースが別々のパラレルサービスグループの一部としである設定では、
ASMDG リソースがオフラインになった後でも ASM インスタンスがボリュームをマウント解
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除しません。このため、Volume リソースをオフラインにできません。この問題は、VxVM
ボリュームを ASM ディスクグループとして使用しているときに起きます。 [918022]
回避策: ASMDG リソースが設定されている場合は、ASMInstance リソースをフェール
オーバーサービスグループの一部として設定します。

日本語ロケールの VCS に関する問題
この項では日本語ロケールの VCS 5.1 に関する問題について説明します。

gcoconfig スクリプトは英語でエラーメッセージを表示する
gcoconfig スクリプトは英語のエラーメッセージを表示します。 [1416136 ]

その他の既知の問題
この項では、その他の既知の問題について説明します。

ディスク予約の競合が原因で再ブートが失敗することがある
共有ディスクが 1 つのノードによって予約されている場合、他のノードがブートしないこと
があります。[315015]再起動中の VxVM の起動時に、VM は参照できるすべてのディス
クのプライベートリージョンデータを読み込もうとします。これには、他のノード上の
DiskReservation によって予約されるディスクも含まれます。読み込みは DMP（Dynamic
Multipathing）を通過し、EIO のみを伝播します。その結果、VM の残りは
RESERVATION_CONFLICT が発生したことを知らず、プライベートリージョンの読み込
みを再試行します。再ブートしたノードが起動するのは、VM がすべての再試行を終えた
後です。
回避策: vxdiskadm ユーティリティを実行し、VM から DiskReservation が使うすべての
ディスクを削除します。ディスクを削除した各ノードを再ブートします。

ソフトウェアの制限事項
次の制限事項がこのリリースに適用されます。

AutoStart ポリシーのタイミングの問題
ノード 1 で、サービスグループがオフラインで、エンジンが実行していないとします。ノー
ド 2 で HAD の強制終了後、ノード 2 でエンジンを再起動する前に、ノード 1 でエンジン
を再起動した場合、VCS はグループの AutoStart ポリシーを開始しません。
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VCS の制御下にないボリュームでマウントロックされているものは、キー
を指定しないとマウントを解除できない
VxFS ファイルシステムのマウントオプションに「mntlock=key」が指定されている場合、
キーを指定しないとファイルシステムをマウント解除できません。DiskGroup リソースを持
ち、設定に UmountVolumes が指定されているグループは、ボリュームがマウントロック
されている場合は、切り替えに失敗するかフェールオーバーされます。 [1276594]

DB2 RestartLimit の値
依存関係のない複数の DB2 リソースがすべて同時に起動したときには、互いに干渉し
合ったり、競合したりする傾向があります。これは、DB2 に関する既知の問題です。
DB2 エージェントの RestartLimit のデフォルト値は 3 です。この値を大きくすると、DB2
リソースの再起動範囲が広がります（リソースのオンライン化が失敗した後）。これにより、
DB2 リソースがすべて同時に起動する確率が低くなります。 [1231311]

Security-Enhanced Linux は SLES 配布でサポートされない
VCS は、SLES10 および SLES11 上では Security-Enhanced Linux（SELinux）をサ
ポートしません。 [1056433]

グローバルクラスタに設定するクラスタアドレスは、名前解決が可能な仮
想 IP のみが設定可能
グローバルクラスタの設定時に、仮想 IP をハートビートに使う場合は、その仮想 IP アド
レスは、DNS に登録する必要があります。

リモートシステムからインストーラを使うときの制限事項
リモートシステムからインストーラを使用する場合は、リモートシステムのオペレーティング
システムとアーキテクチャが、VCS をインストールしようとしているターゲットシステムと同じ
である必要があります。 [589334]

クラスタ内のシステムは同じシステムロケール設定が必要
VCS は、異なるシステムロケールを持つシステムのクラスタ化には対応していません。ク
ラスタ内のすべてのシステムは、同一のロケールに設定する必要があります。
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VCS が HostMonitor オブジェクト名を使用するユーザー定義の VCS オ
ブジェクトを削除する
main.cf ファイルに次のオブジェクトを定義し、それが HostMonitor デーモンの予約語
を使用している場合、VCS は VCS エンジンが起動したときにそれらのオブジェクトを削除
します [1293092]:
■

VCShmg として定義したすべてのグループとそのすべてのリソース

■

HostMonitor として定義したすべてのリソースタイプと、そのリソースタイプに該当す
るすべてのリソース

■

VCShm として定義したすべてのリソース

NIS 環境でのエージェントの使用方法
ホストがネットワークから切断された場合、ネットワークサービスを使用したプログラム（た
とえば、NIS、NFS、RPC または TCP ソケットのリモートホスト接続）がハングアップするこ
とがあります。この種のプログラムをエージェントのエントリポイントとして使用した場合、
ネットワークの切断によってエントリポイントが停止してタイムアウトになる可能性がありま
す。たとえば、NIS マップをクライアントとして使うように設定されたホストでは、ネットワー
クから切断されると、ps -ef などの基本的なコマンドがハングアップする可能性がありま
す。ユーザーはローカルに作成することをお勧めします。ローカルユーザーを反映する
には、次のように設定します。
/etc/nsswitch.conf

ディスクグループの VxVM サイトがキャンパスクラスタ内のノードをファイ
アドリルで再ブートした後も切断されたままである
DiksGroupSnap リソースをオンラインにしたときに、DiskGroupSnap エージェントが定
義されたターゲットのディスクグループからサイトを切断します。DiskGroupSnap エージェ
ントは VCS action エントリポイントを起動して、VxVM コマンドを実行し、サイトを切断し
ます。ここで使うコマンドは、ディスクグループがインポートされるノード上、すなわちプラ
イマリサイトで実行する必要があります。
ファイアドリルサービスグループまたはディスクグループがオンラインになっているノード
をシャットダウンしようとした場合、ノードは LEAVING 状態に変わります。VCS エンジン
はノード上のすべてのサービスグループをオフラインにすることを試み、すべての action
エントリポイントの要求を拒否します。このため、DiskGroupSnap エージェントはアクショ
ンを起動し、ファイアドリルサイトをターゲットのディスクグループに再接続できません。
エージェントは、ノードが leaving 状態になっていることを示すメッセージを記録し、ロック
ファイルを削除します。エージェントの監視機能からは、リソースがオフライン状態にある
ことが示されます。ノードの再起動後もディスクグループサイトが切断状態になっていま
す。 [1272012]
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回避策:
ノードをシャットダウンする前、またはローカルに VCS 停止する前に、hagrp -offline
コマンドを使ってファイアドリルサービスグループをオフラインにする必要があります。
ノードが再起動した場合は、プライマリサイトでインポートされたディスクグループにファイ
アドリルサイトを手動で再接続する必要があります。

DiskGroupSnap エージェントに関する制限事項
DiskGroupSnap エージェントには次の制限があります。
■

DiskGroupSnap エージェントは階層化ボリュームをサポートしません。 [1368385]

■

DiskGroupSnap リソースに対して Bronze 設定を使用する場合は、次の場合にセカ
ンダリサイトでデータの一貫性が失われる可能性があります。[1391445]
■

ファイアドリルサービスグループがオンラインになった後で、ファイアドリルを実行
中にプライマリサイトで災害が発生した場合。

■

ファイアドリルサービスグループがオフラインになった後で、セカンダリサイトのディ
スクが同期されているときにプライマリサイトで災害が発生した場合。

シマンテック社では DiskGroupSnap リソースに対しては Gold 設定を使用することを
推奨します。

ファイアドリルはボリュームセットをサポートしていない
VCS 設定の障害対応をテストするためのファイアドリル機能は、標準の Volume Manager
ボリュームのみをサポートしています。ボリュームセットはこのリリースではサポートされて
いません。

VRTSat パッケージを手動で削除するとユーザー信用証明も消去される
VRTSat パッケージを手動で削除する前にユーザー信用証明を保存することを推奨しま
す。再度信用証明が必要な場合は、もとの場所からリストアできます。
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ユーザーの信用証明を保存するには

1

vssat showbackuplist コマンドを実行します。このコマンドでデータファイルが表示
され、/var/VRTSatSnapShot の SnapShot ディレクトリにバックアップが作成され
ます。出力は次のようになります。
vssat showbackuplist
B| /var/VRTSat/.VRTSat/profile/VRTSatlocal.conf
B| /var/VRTSat/.VRTSat/profile/certstore
B| /var/VRTSat/RBAuthSource
B| /var/VRTSat/ABAuthSource
B| /etc/vx/vss/VRTSat.conf
Quiescing ...
Snapshot Directory :/var/VRTSatSnapShot

2

信用証明を安全な場所に移動します。ディレクトリ構造を保存するとファイルのリスト
アが容易になります。

ユーザー信用証明をリストアするには

1

SnapShot ディレクトリまたは以前信用証明を保存した安全な場所に移動します。
cd /var/VRTSatSnapShot/

2

ファイルをリストアします。
cp
cp
cp
cd
cp

ABAuthSource /var/VRTSat/
RBAuthSource /var/VRTSat/
VRTSat.conf /etc/vx/vss/
/var/VRTSatSnapShot/
-rp profile /var/VRTSat/.VRTSat/

I/O フェンシングの制限事項
I/O フェンシングが設定されたクラスタでのシステムの停止
I/O フェンシング機能は、クラスタ相互接続の障害、つまり、「スプリットブレイン」によって
引き起こされるデータ破損を防ぎます。相互接続障害がもたらす可能性のある問題と I/O
フェンシングが提供する保護については、『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』を参
照してください。
I/O フェンシングでは、データ保護を目的として SCSI-3 PR キーを採用しています。キー
は I/O フェンシングコーディネータポイントとデータディスクに置かれます。VCS 管理者
は、I/O フェンシングによって保護されるクラスタを利用する場合に必要になるいくつかの
操作上の変更点を知っておく必要があります。特定のシャットダウン手順により、コーディ
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ネータポイントとデータディスクからキーを確実に削除し、その後のクラスタの起動におけ
る潜在的な問題を防ぐことができます。
shutdown コマンドではなく、reboot コマンドを使うと、シャットダウンスクリプトがバイパス
され、コーディネータポイントとデータディスクにキーが残る可能性があります。再起動と
その後の起動イベントの順序によっては、クラスタがスプリットブレイン状態の可能性につ
いて警告し、起動に失敗する場合があります。
回避策: 一度に1つのノードで shutdown -rコマンドを使い、各ノードでシャットダウンが
完了するのを待ちます。

KDE デスクトップの使用
Cluster Manager（Java コンソール）の一部のメニューとダイアログボックスは、KDE デス
クトップでは、正しいサイズではなく、整列されずに表示されることがあります。KDE デス
クトップでコンソールの機能が動作し、正しく表示するには、Sawfish ウィンドウマネージャ
を使います。Sawfish ウィンドウマネージャを明示的に選択する必要があります。これは
KDE デスクトップでデフォルトウィンドウマネージャとして表示が想定される場合でも該当
します。

パニック後にシステムが再ブートする
VCS カーネルモジュールがシステムパニックを発行する場合、システムの再ブートが必
要です。[293447]サポート対象 Linux カーネルでは自動的に（CPU）処理を停止しませ
ん。Linux の「panic」カーネルパラメータを 0 以外の値に設定し、強制的にシステムを再
ブートします。/etc/sysctl.conf ファイルの最後に次の 2 行を追加します。
force a reboot after 60 seconds
kernel.panic = 60

付属エージェントの制限事項
この項では、VCS 付属エージェントのソフトウェアの制限事項について説明します。

Mount リソースによりコアダンプが発生する場合がある
Solaris の既知の問題が原因で、特定のシステムコールによりメモリリークが発生し、コア
ダンプの原因となる場合があります。この問題は Mount リソースの FSType 属性の値が
nfs のときに発生し、リソースが非グローバルゾーンに対するもので、SecondLevelMonitor
属性の値が 1 の場合に悪化します。［1827036］

61

62

第 1 章 リリースノート
ソフトウェアの制限事項

Volume エージェントの clean によりボリュームのリソースが停止
する可能性がある
FaultOnMonitorTimeouts 属性が、監視のタイムアウト後、Volume エージェントの clean
エントリポイントを呼び出すと、vxvol -f stop コマンドが実行されます。このコマンドは、ま
だマウントされているボリュームも含め、すべてのボリュームを強制的に停止します。

NFS フェールオーバー
ホストを指定せずに NFS 共有をエクスポートして、NFS サーバーがフェールオーバーす
ると、NFS クライアントに［権限が拒否されました（Permission denied）］というエラーが表
示されます。
回避策: nfs-utils をパッケージバージョン「nfs-utils-1.0.6-103.28」にアップグレードし
ます。

PidFiles を使用してアプリケーションリソースを監視する際に誤っ
た同時性違反が発生する
アプリケーションによって作成される PID ファイルには、Application エージェントによっ
て監視されるプロセスの PID が含まれます。これらのファイルは、アプリケーションを実行
しているノードがクラッシュした後も存在します。ノードの再起動時、PID ファイルにリスト
されている PID が、ノードで実行されている他のプロセスに割り当てられる場合がありま
す。
そのため、Application エージェントが PidFiles 属性のみを使用してリソースを監視して
いる場合は、実行中のプロセスを検出して、誤って同時性違反と見なされることがありま
す。その結果、VCS の制御下にない一部のプロセスが強制終了される場合があります。

ボリュームセット用の VCS 付属エージェントがない
VCS 5.1 には、Volume Manager ボリュームセットを管理および監視するための付属エー
ジェントはありません。ボリュームセットに関する問題は、DiskGroup および Mount リソー
スレベルでのみ検出できます。
回避策: ボリュームセットを含む DiskGroup リソースの StartVolumes 属性および
StopVolumes 属性を 1 に設定します。ボリュームセット上にファイルシステムを作成する
場合、Mount リソースを使ってボリュームセットをマウントしてください。

Mount エージェント
Mount エージェントはブロックデバイスをシステムの唯一のマウントポイントにマウントしま
す。ブロックデバイスがマウントされた後、エージェントは別のデバイスを同じマウントポイ
ントにマウントできません。
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Share エージェント
Share エージェントが正しく監視するには、/var/lib/nfs/etab ファイルがシステムの再
ブート時に消去されることを確認します。Share エージェントのクライアントは、一体化した
フェールオーバーを確実にするために完全修飾ホスト名を指定する必要があります。

DiskReservation エージェントのドライバの必要条件
DiskReservation エージェントには、ディスクを持続して予約する、カーネルモードの予
約モジュールがあります。VRTSvcsdr パッケージに同梱されている scsiutil ユーティリ
ティとともに正しく動作するすべてのドライバがサポートされています。scsiutil 機能のマ
ニュアルページを参照してください。

VCS agent for Oracle の計画的オフライン機能の制限事項
計画的オフライン後に、Oracle リソースで障害が発生しません。
VCS agent for Oracle の計画的オフライン機能では、診断監視を有効にする必要があ
ります。エージェントは Oracle の診断 API を使用して、データベースの状態を検出しま
す。API がデータベースの正常終了を戻すと、エージェントはリソースの状態を
INTENTIONAL OFFLINE とマーク付けします。後で Oracle エージェントのオンライン機
能が成功しない場合、エージェントはリソースを FAULTED とマーク付けしません。エー
ジェントが各監視サイクルの間に API からデータベースの状態を正常終了として受け取
るため、状態は INTENTIONAL OFFLINE のままになります。 [1805719]

Cluster Manager（Java コンソール）の制限事項
この項では、Cluster Manager（Java コンソール）の制限事項について説明します。

クラスタの管理には VCS 5.1 Java コンソールを使う
以前バージョンの VCS 対応 Cluster Manager（Java コンソール）は、VCS 5.1 のクラスタ
の管理には使えません。Cluster Manager は最新バージョンのものを使うことをお勧め
します。
Cluster Manager のアップグレード方法については、『Veritas Cluster Server インス
トールガイド』を参照してください。

クラスタを構成していないシステム上での Java コンソールの実行
クラスタを構成しているノードでは、Cluster Manager（Java コンソール）を長期間実行し
たままにしないことをお勧めします。Java Virtual Machine の Solaris 版にはメモリリー
クの問題があります。このため、ホストシステムのスワップ領域が次第に消費される可能性
があります。このメモリリークの問題は Windows システムでは発生しません。
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VCS5.1 対応 Cluster Manager では、日本語パッケージは提供されません。JAVA コン
ソールのユーザーインタフェースは英語で表示されます。また、VCS5.1 のクラスタに日本
語パッケージがインストールされている場合においても、クラスタが出力するメッセージや
ログは、JAVA コンソール内では英語で表示されます。

ホストのファイルに IPv6 エントリがある場合、Cluster Manager が
機能しない
/etc/hosts ファイルに IPv6 エントリが含まれている場合、VCS Cluster Manager は、
VCS エンジンへの接続に失敗します。
回避策: /etc/hosts ファイルから IPv6 エントリを削除します。

VCS Simulator では I/O フェンシングをサポートしていない
Simulator を実行するとき、UseFence 属性がデフォルトの「None」に設定されているこ
とを確認してください。

マニュアルに記載されていないコマンド、コマンドオプション、ライブラリ
VCS には、開発の目的でのみ使う、マニュアルに記載されていないコマンドやコマンドオ
プションがあります。マニュアルに記載されていないコマンドは、サポートされません。

マニュアルの誤記
Veritas Cluster Server インストールガイド
この項では、ドキュメントバージョン 5.1.0 の『Veritas Cluster Server インストールガイド』
の補足や修正について説明します。

I/O フェンシングの手順の修正
トピック: vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
問題点: 「Veritas Cluster Server インストールガイド」の手順に、手順 3 の後の手順があ
りません。
欠けている手順の情報は次のとおりです。
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
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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。

Veritas Cluster Server 管理者ガイド
この項では、VCS 5.1 の『Veritas Cluster Server 管理者ガイド』の追加事項と修正事項
について説明します。

VCS 環境変数
VCS 環境変数のセクションでは、VCS 環境変数の表の、VCS_GAB_RMACTION で始
まる行で、PANIC（大文字）を panic（小文字）に変更しました。次の抜粋は使用方法の
正しい説明です。
VCS_GAB_RMTIMEOUT を超えたときの GAB の動作を制御します。
次のように値を設定できます。
■

panic: GAB はシステムでパニックを発生させます

■

SYSLOG: GAB は適切なメッセージをログに記録します

登録の監視
登録監視セクションでは、PANIC（大文字）を panic（小文字）に変更しました。次の抜粋
は使用方法の正しい説明です。
vcsenv ファイルの VCS_GAB_RMACTION パラメータを設定することによって、この状況
での GAB の動作を制御できます。
■

この状況でシステムにパニックを発生させるよう GAB を設定するには、次のように設
定します。
VCS_GAB_RMACTION=panic

この状況では、HAD プロセスと hashadow プロセスを強制終了すると、登録監視タ
イムアウト時間内に HAD を開始しないと、パニックが発生します。
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ContainerOpts はリソース属性ではなくリソースタイプ属性である
VCS の属性の付録では、ContainerOpts 属性が誤ってリソース属性の表に記載されて
います。これはリソースタイプ属性です。

Veritas Cluster Server Agent for DB2 インストールおよび設定ガイド
この項では、VCS 5.1 の『Veritas Cluster Server Agent for DB2 インストールおよび設
定ガイド』の補足や修正について説明します。

Db2udb のリソースタイプの属性
DB2 の付録のリソースタイプ属性の、Db2udb リソースタイプの属性のオプション属性の
テーブルでは、次の情報を含むように UseDB2start 属性の説明が更新されました。
設定が MPP の場合、UseDB2start 属性の値を 0 に設定する必要があります。MPP の
場合は、VCS は実際のホスト名を使い、各パーティションを開始、停止できる必要があり
ます。このため、VCS は db2gcf コマンドを使い、UseDB2start 属性の値を 0 にする必
要があります。

VCS マニュアル
ソフトウェアディスクには、VCS のマニュアルが PDF 形式で収められています
（cluster_server/docs ディレクトリ）。

VCS マニュアルセット
表 1-7 は VCS に含まれるマニュアルのリストです。
表 1-7

VCS マニュアル

マニュアル名

ファイル名

Veritas Cluster Server インストールガイド

vcs_install.pdf

Veritas Cluster Server リリースノート

vcs_notes.pdf

Veritas Cluster Server 管理者ガイド

vcs_admin.pdf

Veritas Cluster Server 付属エージェントリファレンス vcs_bundled_agents.pdf
ガイド
Veritas Cluster Server エージェント開発者ガイド

vcs_agent_dev.pdf

Veritas Cluster Server Agents for Veritas Volume vcs_vvr_agent.pdf
Replicator 設定 ガイド
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マニュアル名

ファイル名

Veritas Cluster Server Agent for DB2 インストール vcs_db2_agent.pdf
および設定ガイド
Veritas Cluster Server Agent for Oracle インストー vcs_oracle_agent.pdf
ルおよび設定ガイド
Veritas Cluster Server Agent for Sybase インストー vcs_sybase_agent.pdf
ルおよび設定ガイド

表 1-8 は VCS コンポーネントの Symantec Product Authentication Service に関する
マニュアルのリストです。
表 1-8
マニュアル名

VCS コンポーネントのマニュアル
ファイル名

Symantec Product Authentication Service インス at_install.pdf
トールガイド
Symantec Product Authentication Service 管理者 at_admin.pdf
ガイド

VCS マニュアルページ
VCS パッケージのマニュアルページは、/opt/VRTS/man にインストールされます。マ
ニュアルページは、セクション 1、1m、3n、4、と 4m に分かれており、man(1) 設定ファイ
ル /etc/man.config を編集してこれらのページを表示します。
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man(1) 設定ファイルを編集するには

1

man コマンドでマニュアルページにアクセスしている場合は、ユーザーのシェルで
LC_ALL を「C」に設定し、ページが正しく表示されるようにします。
export LC_ALL=C

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

2

/etc/man.config に次の行を追加します。
MANPATH /opt/VRTS/man

別の man パスもこの設定ファイルに指定されています。

3

新しいセクション番号を追加します。特定の行を変更します。
MANSECT

1:8:2:3:4:5:6:7:9:tcl:n:l:p:o

から次のように変更します。
MANSECT

1:8:2:3:4:5:6:7:9:tcl:n:l:p:o:3n:1m

マニュアルに関するご意見やご感想
製品マニュアルに関するご意見、ご感想をお待ちしています。改善点のご提案、誤記や
記載漏れなどを sfha_docs@symantec.com 宛にお送りください。
マニュアルのタイトル、マニュアルのバージョン（2 ページ目の先頭に記載されています）、
内容が記載された章タイトルと項タイトルも記載してください。

