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1
Veritas Cluster Server 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

■

VCS のオプション機能について

■

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、共有ストレージにさまざまな組み合わ
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、あるいはまったく休止せずに処理を継続することができます。
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。
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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。
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。

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することが
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。

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。
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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 ファイル - クラスタ内の他のノードにローカルシステム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。
p.125 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。
Solaris 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
防止することができます。ネットワーク分割について、詳しくは『Veritas Cluster Server
ユーザーズガイド』を参照してください。
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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
でのネットワーク分割が発生しやすい状態にあります。

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

■

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。
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VCS のオプション機能について
Veritas Installation Assessment Service を使用して、VCS をインストールするための
セットアップを評価することができます。
p.15 の 「Veritas Installation Assessment Service」 を参照してください。
VCS コンポーネントのオプション機能を設定するには、インストールプログラムから入力を
求められたときに、すべてのパッケージをインストールするようにしてください。オプション
機能の説明を見直して、VCS で設定を行う機能を決定します。
VCS の通知

p.15 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.15 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.16 の 「I/O フェンシングについて」 を参照してください。

Veritas Installation Assessment Service
Veritas Installation Assessment Service（VIAS）のユーティリティは、Veritas Storage
Foundation and High Availability Solutions のインストールまたはアップグレードの準
備に役立ちます。VIAS のユーティリティを使用すれば、インストール前の設定評価によ
り、インストールやアップグレードを開始する前に設定の有効性が確認できます。
https://vias.symantec.com/

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 ユーザーズガイド』を参照してください。

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 ユーザーズガイド』を参照してください。
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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 ユーザーズガイド』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場合
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、調整ポイントを使って調停を行
います。
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.17 の 「Symantec Product Authentication Service（AT）
について」 を参照してください。

Veritas Cluster Server 管理コン
ソール

p.18 の 「Veritas Cluster Server 管理コンソールについて」
を参照してください。

Cluster Manager（Java コンソール） p.18 の 「Cluster Manager（Java コンソール）について」 を
参照してください。

図 1-4 は、オプションコンポーネントを設定した VCS の配備の一例です。
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オプションコンポーネントとの標準の VCS のセットアップ

図 1-4

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

オプション

VCS クラスタ 2

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。
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。Symantec はユーティリ
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。

■

認証ブローカー
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。
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p.23 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。

Veritas Cluster Server 管理コンソールについて
Veritas Cluster Server 管理コンソールは、Web コンソールからクラスタの監視と管理を
実行できる管理インターフェースです。
Veritas Cluster Server 管理コンソールは単一の 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。
Veritas Cluster Server 管理コンソールは、単一のクラスタ、複数のクラスタ、またはその
両方を管理するように設定できます。
『Veritas Cluster Server Management Console 実装ガイド』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）はクラスタ管理機能を完備しています。Java コンソー
ルの各種ビューを使って、サービスグループ、システム、リソース、リソースタイプを含む、
クラスタと VCS オブジェクトを監視します。Java コンソールを使用して、多くの管理上の
操作を実行できます。CLI や Veritas Cluster Server 管理コンソールを使って管理上の
操作を行うこともできます。
p.79 の 「Java コンソールのインストール」 を参照してください。
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。

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 のインストールの準備について

■

ハードウェアの必要条件

■

サポート対象のオペレーティングシステム

■

サポート対象ソフトウェア

VCS のインストールの準備について
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。
更新、パッチ、ソフトウェアの各問題に関する最新情報は、次のテクニカルサポートの
TechNote を参照してください。
http://entsupport.symantec.com/docs/281987
http://entsupport.symantec.com/docs/286955
対応するハードウェアについては、次の TechNote に記載のハードウェア互換性リスト
（HCL）を参照してください。
Solaris SPARC の場合:
http://entsupport.symantec.com/docs/283282
Solaris x64 の場合:
http://entsupport.symantec.com/docs/283161

ハードウェアの必要条件
表 2-1 は VCS クラスタのためのハードウェアの必要条件をリストします。
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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

必要に応じて、Solaris 8 以上が動作する 1 から 32 台の SPARC または
x64 システム。

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。
p.111 の 「I/O フェンシングの設定について」 を参照してください。

ディスク領域

VCS、LLT、GAB、Web コンソール、Java コンソールを実行するには、各
VCS ノード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
/var に十分な空き領域がない場合は、installvcs コマンドに
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分の空き領域が確保されていることを確認します。
■ / に 10 MB
■

メモ: VCS はインストールの間に指定のディスク容量よりも多くの一時ディス
ク容量を必要とすることがあります。
イーサネットコント
ローラ

内蔵のパブリックイーサネットコントローラに加えて、VCS では各システムに
少なくともあと 1 つのイーサネットインターフェースが必要です。シマンテック
社では、2 つのインターフェースを追加することをお勧めします。
また集約インターフェースを設定できます。

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。

サポート対象のオペレーティングシステム
■

SPARC の場合: Solaris 8、9、10（32 ビットと 64 ビット）

■

x64 の場合: Solaris 10（64 ビット）
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必須のパッチ
シマンテック社は、各 Solaris プラットフォームまたはアーキテクチャ（あるいは両方）で、
Sun 社から入手可能な最新の Solaris オペレーティングシステムパッチを適用することを
お勧めします。次のサイトを参照してください。
http://sunsolve.sun.com
次の VCS 用のパッチがインストールされていることを確認してください。
■

Solaris x64 の場合: I/O フェンシングを使って、Solaris 10 パッチ 119716-10 と
118844-27 をインストールする必要があります。

■

Solaris 10 を実行しているシステムでは、NFC エージェントが正常に機能するために
VCS に NFS パッチ 118833-24 を適用する必要があります。

■

Solaris 9 で MultiNICB エージェントを実行している場合は、Sun 社からパッチ
116670-04 を入手する必要があります。

■

Solaris 8 で MultiNICB エージェントを実行している場合は、最小限のレベルでも
Solaris 8 Update 2 をインストールする必要があります。

■

VCS を非グローバルゾーンで使い、ゾーンルートを共有ストレージに配置する場合
は、Solaris 10 Update 3 以上を使います。

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

Veritas Volume Manager（VxVM）と Veritas File System（VxFS）
■

VxVM 4.0 と VxFS 4.0
（Solaris SPARC 8 と 9 のみ）

■

VxVM 4.1 と VxFS 4.1

■

VxVM 5.0 と VxFS 5.0

■

VxVM 5.0 MP1 と VxFS 5.0 MP1
（Solaris SPARC のみ）

■

VxVM 5.0 MP3 と VxFS 5.0 MP3
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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

■

セキュアモードでクラスタを設定する準備

■

インストール前タスクの実行

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.19 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。

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 のインストール
中またはインストール後に設定できます。
セキュアモードで動作しないクラスタの AT を設定する手順に関しては『Veritas Cluster
Server ユーザーズガイド』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。
■

エンタープライズのシステムはルートブローカー（RB）として設定されます。
ルートブローカーシステムがなければ、システムのルートブローカーをインストールし、
設定します。
p.26 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。

■

クラスタの各ノードのための認証ブローカー（AB）のアカウントはルートブローカーシ
ステムで設定されます。
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p.28 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 プログラムは次の設定のモードを提供します。
自動モード

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）を要求します。
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.36 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を要求します。
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.36 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。

図 3-1 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。
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図 3-1

セキュアモードの VCS クラスタを設定するワークフロー

AT 概念を確認し、必須情報を収集

安定したシステムにルートブローカーをインストール

ルートブローカーシステムで、各ノードの認証ブロ
ーカーIDを作成

セキュアモードで
クラスタを設定す
るためのモードを
選択
自動モード

半自動モード

いいえ

ルートブローカーシステム
で、各ノードの暗号化ファイ
ル（BLOB）を作成

暗号化ファイルをインストー
ルシステムにコピー

ルートブローカー
がパスワードなし
のログインを許可

はい

自動モード

特に処理は要求されま
せん。

ノード間でパスワードが必要
ない通信を設定

いいえ

手動モード

ルートブローカーシステムか
ら root_hash ファイルをイン
ストールシステムにコピー

メッセージに応答する
情報を収集

ノード間でパスワードが必要
ない通信を設定

セキュアモードでのクラスタの設定

LDAP 認証プラグインの有効化（VCS ユーザーが
LDAP ドメインに属する場合）

表 3-1 は AT と VCS 管理者が実行する必要がある順序で予備タスクをリストします。
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表 3-1

セキュアモードのクラスタを設定する予備タスク

タスク

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定 VCS 管理者
します。
■

自動モード

■

半自動モード

■

手動モード

エンタープライズの安定システムでルートブローカーをインストールします。 AT 管理者
p.26 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。
ルートブローカーシステムで、クラスタの各ノードのための認証ブローカーの AT 管理者
アカウントを作成します。
p.28 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 の管理者からの次の情報を必要とします。
■

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ためのパスワード

半自動モードを使うためには、各ノードのための暗号化ファイル（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.29 の 「セキュリティインフラのため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 の管理者からの次の追加情報を必要とします。
■

各認証ブローカーのため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。

手動モードを使うためには、ルートブローカーシステムから VCS の管理者に AT 管理者
root_hash のファイル（/opt/VRTSat/bin/root_hash）を提供します。
VCS をインストールし、設定する計画のシステムにセキュアモードのクラスタ VCS 管理者
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.31 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。ルートブローカー管理者は、ユーザーが VCS の Authentication
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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。
ルートブローカーをクラスタ外部の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。ルートブローカーは、AIX、HP-UX、Linux、Solaris システム上にインストールできま
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.17 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

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

次のように入力して、ルートブローカーインストールプログラムを起動します。
# ./installvcs -security

3

インストーラによって表示される 3 つの選択肢から、ルートブローカーのインストール
を選択します。
3 Install Symantec Security Services Root Broker

4

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 system name on which to install VxSS: venus

5

6

インストーラが次の点をチェックしたら、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

■

グローバルゾーンからインストールしているかどうか（Solaris のみ）

■

システムがセキュリティのためにすでに設定されているかどうか

installvcs プログラムがシステムにインストール済みのをチェックしたら、その出力を
確認します。
installvcs プログラムは、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パッ
ケージをリストします。Enter キーを押して続行します。

7

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。

8

インストーラから、Symantec Product Authentication Service を設定するかどうか
の確認が求められたら、y と入力します。
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9

ルートブローカーのパスワードを入力します。パスワードには最小限 5 文字以上含
めてください。

10 認証ブローカーのパスワードを入力します。パスワードには最小限 5 文字以上含め
てください。

11 Enter キーを押して、Authentication Server のプロセスを起動します。
Do you want to start Symantec Product Authentication Service
processes now? [y,n,q] y

12 インストーラが Authentication Service を起動したら、その出力を確認します。

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@venus.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。
"Failed To Get Attributes For Principal"
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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ため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てください。この情報は暗号化ファイルの入力
ファイルに必要になります。
hash

40 文字から成っているルートハッシュ文字列の値。この値
を見つけるために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ための値。この値
を見つけるために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てください。この情報は暗号化ファイル
の入力ファイルに必要になります。
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 オプションのた
めの値です。
p.28 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。
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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 オプションのた
めの値です。
p.28 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、暗号化ファイルの入力ファイルを作成します。
暗号化ファイルの入力ファイルフォーマットは、暗号化ファイルを使って
Authentication Service を設定するときにインストーラによって表示されます。たと
えば、galaxy 上の認証ブローカーに対する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
broker_admin_password=ab_admin_password
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から、暗号化ファイルの出力ファイルを作成するコマンドによっ
て入力ファイルが削除されることに注意してください。

5

クラスタ内のノードごとに、次のコマンドを使って、ルートブローカーシステムから暗
号化ファイル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
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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提供してもこのコマンドが暗号化ファ
イルを作成することに注意します。しかしこのような間違ったパスワードの暗号化ファ
イルは認証ブローカーのノードでインストールできません。

6

暗号化ファイルの出力ファイルが作成し終わったら、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

次のタスクを実行します。
■

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。

次のタスクを実行します。
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。
■
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手動モード

次のタスクを実行します。
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。
■

インストール前タスクの実行
表 3-2 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 3-2

インストール前のタスク

タスク

参照先

ライセンスキーを取得する

p.33 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.34 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
システム間の通信を有効に p.36 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。
する
クラスタシステムで ssh を設 p.37 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.40 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.44 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。
変数を設定する
p.44 の 「MANPATH 変数の設定」 を参照してください。
SPARC システムでアボート p.45 の 「SPARC システムでのアボートシーケンスの無効化」 を参照
シーケンスを無効にする
してください。
LLT メディアの速度を最適 p.46 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
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タスク

参照先

LLT 相互接続の設定に有 p.46 の 「LLT 相互接続のメディアスピード設定に関するガイドライン」
効なガイドラインを見直す を参照してください。
Sun 社製の Java Run
Time Environment で必
要なパッチをインストール
する
ゾーン環境を準備する

p.46 の 「ゾーン環境の準備」 を参照してください。

製品ディスクをマウントする p.47 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.47 の 「自動化されたインストール前のチェックの実行」 を参照して
ください。

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

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

■

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

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

Veritas Storage Foundation Cluster File System（CFS）

■

Veritas Storage Foundation for Oracle RAC（SF Oracle RAC）

Symantec 社は、パフォーマンス特性の理由から、CFS と SF Oracle RAC のクラスタで
はネットワークスイッチを使うことを推奨します。
VCS のパフォーマンスで考慮すべき点を確認するには、『Veritas Cluster Server ユー
ザーズガイド』を参照します。
図 3-2 は VCS を使用する 2 つのプライベートネットワークを示します。
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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

図 3-2

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

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 プライベートイーサネットコントローラを接続します。

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。

■

専用のインターフェースを設定するネットワークインターフェースカードは、どの
集約インターフェースにも組み込まない。

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。

■

システムが共有ストレージにアクセスできる。

35

36

第 3 章 VCS のインストールの準備
インストール前タスクの実行

4

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

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

■

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

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

5

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、インストール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。
p.49 の 「VCS のインストールと設定について」 を参照してください。
プライベートネットワークリンク用の LLT の設定について詳しくは、手動インストール
の章を参照してください。
p.85 の 「VCS の手動インストールについて」 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。
p.239 の 「ssh か rsh が無効になる応答ファイルを使用した VCS のインストール」 を参照
してください。
p.85 の 「VCS の手動インストールについて」 を参照してください。
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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

■

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。

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

Veritas 製品のインストール元であるソースシステムに、root としてログインします。

2

ソースシステムで DSA キーのペアを生成するには、次のコマンドを入力します。
# ssh-keygen -t dsa

次のようなシステム出力が表示されます。
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (//.ssh/id_dsa):

3

Enter キーを押して、デフォルトの /.ssh/id_dsa ディレクトリを受け入れます。次の
ようなシステム出力が表示されます。
Enter passphrase (empty for no passphrase):

4

パスフレーズは入力しないでください。Enter キーを押します。同じパスフレーズを
再度入力します。
Enter キーを再度押します。

37

38

第 3 章 VCS のインストールの準備
インストール前タスクの実行

5

すべてのターゲットインストールシステムに /.ssh ディレクトリがあることを確認します。
そのディレクトリがない場合は、ターゲットシステムで作成し、root への権限のみを
設定します。
# mkdir /.ssh
# chmod go-w /
# chmod 700 /.ssh
# chmod go-rwx /.ssh

6

すべてのターゲットインストールシステムで SFTP（Secure File Transfer Program）
が有効化されていることを確認します。SFTP を有効にするに
は、/etc/ssh/sshd_config ファイルに次の 2 行が存在する必要があります。
PermitRootLogin yes
Subsystem sftp /usr/lib/ssh/sftp-server

7

この行がない場合は、追加してから SSH を再起動します。Solaris 10 で SSH を再
起動するには、次のコマンドを入力します。
# svcadm restart ssh

Solaris 9 で再起動するには、次のコマンドを入力します。
# /etc/init.d/sshd stop
# /etc/init.d/sshd start

8

パブリック DSA キー /.ssh/id_dsa.pub を各ターゲットシステムにコピーするには、
次のコマンドを入力します。
# sftp target_sys

システムで初めてこの手順を実行する場合は、次のような出力が表示されます。
Connecting to target_sys...
The authenticity of host 'target_sys (10.182.00.00)'
can't be established. DSA key fingerprint is
fb:6f:9e:61:91:9e:44:6b:87:86:ef:68:a6:fd:87:7d.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)?

9

yes と入力します。次のようなシステム出力が表示されます。
Warning: Permanently added 'target_sys,10.182.00.00'
(DSA) to the list of known hosts.
root@target_sys password:
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10 root のパスワードを入力します。
11 SFTP プロンプトで、次のコマンドを入力します。
sftp> put /.ssh/id_dsa.pub

次の出力が表示されます。
Uploading /.ssh/id_dsa.pub to /id_dsa.pub

12 SFTP セッションを終了するには、次のコマンドを入力します。
sftp> quit

13 ターゲットシステムで SSH セッションを開始するには、次のコマンドを入力します。
# ssh target_sys

14 プロンプトで root のパスワードを入力します。
password:

15 ログイン後に、次のコマンドを入力して、認証キーを id_dsa.pub ファイルに追加しま
す。
# cat /id_dsa.pub >> /.ssh/authorized_keys

16 id_dsa.pub パブリックキーファイルを削除します。パブリックキーファイルを削除する
前に、次のタスクが完了していることを確認します。
■

このファイルは、ターゲット（ホスト）システムにコピーされます。

■

このファイルは、認証済みのキーファイルに追加されます。

id_dsa.pub パブリックキーファイルを削除するには、次のコマンドを入力します。
# rm /id_dsa.pub

17 SSH セッションからログアウトするには、次のコマンドを入力します。
# exit

18 インストールターゲットでもあるソースシステムからインストールする場合は、ローカル
システムの id_dsa.pub キーをローカルの /.ssh/authorized_key ファイルに追加し
ます。ターゲットインストールシステムが認証されていない場合は、インストールに失
敗する可能性があります。
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19 ターゲットインストールシステムで、次のコマンドを実行します。これらのコマンドで
は、プライベートキーがシェル環境に移行し、root ユーザーがそのキーをグローバ
ルに使えるようになります。
# exec /usr/bin/ssh-agent $SHELL
# ssh-add
Identity added: /.ssh/identity

この手順はシェルに固有なものであり、シェルがアクティブである間だけ使えます。
セッション中にシェルを閉じた場合は、同じ手順を再度実行する必要があります。

20 ターゲットシステムに接続できることを確認するには、次のコマンドを入力します。
# ssh -l root target_sys uname -a

これで、システムからパスフレーズやパスワードを要求されずに、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。
p.111 の 「I/O フェンシングの設定について」 を参照してください。
I/O フェンシングについては、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』も参照してく
ださい。

共有ストレージの設定: SCSI ディスク
共有ストレージに SCSI デバイスを使う場合は、各ノードの SCSI アドレスまたは SCSI イ
ニシエータ ID を一意にする必要があります。一般に各ノードのデフォルト SCSI アドレス
は「7」であるため、1 台以上のノードのアドレスを変更して競合を避ける必要があります。
次の例では、2 台のノードで SCSI デバイスを共有します。nvedit コマンドを使って
nvramrc スクリプトを編集して、1 台のノードの SCSI アドレスを「5」に変更します。
複数のシステムで SCSI バスを共有する場合は、次の操作を実行します。
■

同じ手順を使って、共有ストレージを設定します。

■

次の必要条件を満たしていることを確認してください。
■

システムのいずれかの電源を入れる前に、ストレージデバイスの電源を入れてい
る
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■

各ノードのアドレスを一意の値に設定するまで、同時に 1 台のノードのみを実行
している

共有ストレージを設定するには

1

ストレージに接続する各ノードに必須の SCSI ホストアダプタをインストールし、スト
レージにケーブルを接続します。
ホストアダプタ、ストレージ、システムに付属するマニュアルを参照してください。

2

両方のノードの電源を切った状態で、ストレージデバイスの電源を入れます。

3

システムの電源を入れます。ただし、ブートは許可しないでください。必要に応じて、
ok プロンプトが使えるようにシステムを停止します。
アドレス競合を避けるには、同時に 1 台のみのシステムを実行する必要があることに
注意してください。

4

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

この出力例では、1 つのホストアダプタへのパスを示しています。nvramrc スクリプト
に、「/sd」ディレクトリがないパス情報を追加する必要があります。パス情報はシステ
ムごとに異なります。

5

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

OpenBoot 3.x Command Reference Manual』には、nvedit コマンドとキーストロー
クの完全リストが記載されています。）次に例を示します。
{0} ok nvedit

スクリプトを編集するときは、次の点に注意してください。
■ nvedit
■

コマンドを入力すると、各行に 0、1、2 などと番号が付けられます。

scsi-initiator-id が設定された行で、最初の引用符と scsi-initiator-id の間に
1 つのスペースを正確に挿入します。

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

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

nvramrc スクリプトへの変更を保存します。保存するまでは、変更は一時的なもので

す。
{0} ok nvstore

変更が不確実な場合は、危険性のない状態でスクリプトを再編集してから保存しま
す。次のように入力すると、nvramrc スクリプトの内容を表示できます。
{0} ok printenv nvramrc

ファイルを再編集して修正できます。
{0} ok nvedit

または、必要に応じて、次のように入力して変更を破棄します。
{0} ok nvquit

7

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

8

ノードを再ブートします。必要に応じて、ok プロンプトが使えるようにシステムを停止
します。
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9

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

00000005

ブートの続行をシステムに許可します。

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

00000007

ブートの続行をシステムに許可します。

共有ストレージの設定: ファイバーチャネル
ファイバーチャネルを設定するには、次の手順を実行します。
共有ストレージを設定するには

1

必須の FC-AL コントローラをインストールします。

2

FC-AL コントローラと共有ストレージデバイスを同じハブまたはスイッチに接続しま
す。
すべてのシステムで、重要なアプリケーションの実行に必要な共有デバイスがすべ
て表示される必要があります。ファイバースイッチのゾーン化を実装する場合は、ゾー
ン化してもすべてのシステムでこれらの共有デバイスすべてが表示されることを確認
してください。

3

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

4

すべてのシステムのブートが完了したら、format(1m) コマンドを使って、各システ
ムですべての共有デバイスが表示できることを確認します。
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Volume Manager が使われる場合は、外部ディスクデバイスで同じ番号が表示され
る必要がありますが、デバイスノード（c#t#d#s#）は異なる場合があります。
Volume Manager が使われない場合は、次の必要条件を満たしている必要があり
ます。
■

外部ディスクデバイスで同じ番号が表示される必要があります。

■

デバイスノードは、すべてのシステム上のすべてのデバイスで同じである必要が
あります。

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、/sbin、/usr/sbin、/opt/VRTS/bin、/opt/VRTSvcs/bin ディレクトリに置かれていま
す。これらのディレクトリを環境変数 PATH に追加します。
PATH 変数を設定するには
◆

次のいずれかの操作をします。
■

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

次のいずれかの操作をします。
■

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

■

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
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SPARC システムでのアボートシーケンスの無効化
大部分の UNIX オペレーティングシステムには、「中断」や「コンソールアボート」を実行
する方法が用意されています。ハングアップしたシステムを強制終了すると、クラスタの
ハートビートが停止するという問題が必ず発生します。強制終了されたノードが障害のあ
るノードであると、その他のクラスタメンバーが判断すると、これらのクラスタメンバーが修
正処理を開始する場合があります。
次の点に注意してください。
■

システムの強制終了後に実行する必要のある唯一の処理は、次の内容を実現するた
めにシステムをリセットすることです。
■

データ整合性を確保する

■

クラスタが追加の修正処理を実行しないようにする

■

クラスタメンバーシップが変更され、フェールオーバー処理がすでに実行中である場
合もあるため、プロセッサを再開しないでください。

■

Sun SPARC システムの潜在的な問題を取り除くには、OpenBoot eeprom で go 機
能にエイリアスを設定して、メッセージを表示する必要があります。

go 機能にエイリアスを設定してメッセージを表示するには

1

ok プロンプトで、以下のように入力します。
nvedit

2

Ctrl+L を押して、nvramrc バッファの現在の内容を表示します。

3

エディタでバッファの最終行が表示されるまで Ctrl+N を押します。

4

次の行を正確に追加します。各行を追加した後に Return キーを押します。
." Aliasing the OpenBoot 'go' command! "
: go ." It is inadvisable to use the 'go' command in a clustered
environment. " cr
." Please use the 'power-off' or 'reset-all' commands instead. "
cr
." Thank you, from your friendly neighborhood sysadmin. " ;

5

Ctrl+C を押して、nvramrc エディタを終了します。

6

エラーがないことを確認するには、nvrun コマンドを入力します。次のテキストのみ
が表示されます。
Aliasing the OpenBoot 'go' command!
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nvstore コマンドを入力して、今後のリブートで不揮発性 RAM（NVRAM）が使用さ

7

れるように変更します。
これらのコマンドを実行した後にリブートすると、次の出力が表示されます。

8

Aliasing the OpenBoot 'go' command! go isn't unique.

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スピード設定に関するガイドライン
LLT 相互接続のメディアスピード設定に関する次のガイドラインを確認します。
■

LLT 相互接続にハブまたはスイッチを使う場合、Symantec 社は各ノードのイーサ
ネットカードのメディアスピード設定に Auto_Negotiationを使うことをお勧めします。

■

LLT 相互接続用のスイッチやハブがあり、メディアスピード設定に Auto_Negotiation
を使用しない場合は、次の設定を行います。
各ノードのカードで使われるのと同じ設定にハブまたはスイッチポートを設定します。

■

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
アスピードを双方のカードに共通の最高値（通常は 100_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スピードの設定の詳細については、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。

ゾーン環境の準備
ゾーン環境で VCS をインストールまたはアップグレードする場合は、次の点に注意する
必要があります。
■

インストーラプログラムを使って VCS をインストールまたはアップグレードする場合は、
切断してアンマウントしない限り、すべてのゾーン（グローバルと非グローバルの両方）
がアップグレードされます。

■

非グローバルゾーンを実行する Solaris 10 システムで VCS をインストールする場合
は、非グローバルゾーンが /opt ディレクトリを継承しないことを確認する必要がありま
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す。次のコマンドを実行して、inherit-pkg-dir 句に /opt ディレクトリがないことを確認
します。
# zonecfg -z zone_name info
zonepath: /export/home/zone1
autoboot: false
pool: yourpool
inherit-pkg-dir:
dir: /lib
inherit-pkg-dir:
dir: /platform
inherit-pkg-dir:
dir: /sbin
inherit-pkg-dir:
dir: /usr

出力に /opt ディレクトリが表示された場合は、ゾーンの設定から /opt ディレクトリを
削除してから、ゾーンを再インストールします。

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システムの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ある必要はありません。しかし、
システムは同じサブネットに存在する必要があります。

2

製品ディスクを、システムに接続されている DVD ドライブに挿入します。

3

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

4

Solaris ボリューム管理ソフトウェアで DVD をマウントできない場合は、手動でマウ
ントする必要があります。ソフトウェアディスクを挿入した後に、次のように入力します。
# mount -F hsfs -o ro /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom

ここで、c0t6d0s はディスクドライブのデフォルトアドレスを表します。

自動化されたインストール前のチェックの実行
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。
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installvcs -precheck system1 system2 ...

Veritas Installation Assessment Service ユーティリティを使って、セットアップの詳し
い評価を行うこともできます。
p.15 の 「Veritas Installation Assessment Service」 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。
# cd /cdrom/cdrom0/cluster_server

2

次のように、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、パッケージ、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.54 の 「installvcs プログラムのオプションについて」 を参照してください。

4
VCS のインストールと設定
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS のインストールと設定について

■

VCS のインストールと設定に関する情報の準備

■

VCS インストールプログラムについて

■

VCS 5.0 MP3 のインストールと設定

■

システムでのライセンスの確認と更新

■

VCS のマニュアルの利用

VCS のインストールと設定について
Veritas Cluster Server 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 は、次のいずれかを使ってインストールできます。
Veritas 製品インストーラ

製品インストーラを使用して複数の Veritas 製品をインストール
する。

installvcs プログラム

製品インストーラを使用して VCS だけをインストールする。

Veritas 製品インストーラと installvcs プログラムは、デフォルトでは ssh を使ってインス
トールします。詳しくは『スタートガイド』を参照してください。

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。
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■

VCS パッケージ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

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.33 の 「VCS ライセンスキーの取得」 を参照してください。
インストールするかどうかを判断 オプションのコンポーネントまたは機能を設定しない場合は、
するには
必須パッケージのみをインストールします。
■ 必須 VCS パッケージ
デフォルトのオプションでは、すべてのパッケージがインストー
■ すべての VCS パッケージ
ルされます。
p.52 の 「省略可能な VCS パッケージ」 を参照してください。

■

必要な Veritas Cluster Server を設定するには、次の情報が必要です。
クラスタ名

クラスタ名の先頭文字は、必ずアルファベットにする必要が
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、SPARC の場合は hme0、x64 の場合
は bge0）は使わないでください。
たとえば、SPARC システムの場合: qfe0、qfe1
たとえば、x64 システムの場合: e1000g0、e1000g1

■

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）。
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自動モード（デフォルト）

■

ルートブローカーシステム名
例: east

p.17 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
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.29 の 「セキュリティインフラのための暗号化ファイルの作
成」 を参照してください。
暗号化ファイルを使わない半自 ■ ルートブローカーの完全修飾ホスト名（FQDN）。（例:
動モード
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プリンシパル
名（例: galaxy.symantecexample.com と
nebula.symantecexample.com）

VCS ユーザーを追加するには、次の情報が必要です（クラスタがセキュアモードで設
定されている場合は必要なし）。
ユーザー名

例: smith

ユーザーパスワード

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）。
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
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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 イベントレベルには、I=Information、W=Warning、
するイベントレベル（指定レベル E=Error、S=SevereError 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

■

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）。
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 イベントレベルには、I=Information、W=Warning、
イベントレベル（指定レベル以 E=Error、S=SevereError の 4 つがあります。
上のイベントが通知されます）を
例: E
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

NIC に適切な値を指定する必要があります。
たとえば、SPARC システムの場合: hme0
たとえば、x64 システムの場合: bge0

NIC の仮想 IP アドレス

仮想 IP アドレスに適切な値を指定する必要があります。
例: 10.10.12.1

仮想 IP アドレスのネットマスク

ネットワークに適切な値を指定する必要があります。
例: 255.255.240.0

省略可能な VCS パッケージ
オプションの VCS パッケージは次のパッケージを含んでいます。
■

VRTScmccc - Veritas Cluster Management Console Cluster Connector

■

VRTScmcs - Veritas Cluster Management Console for Single Cluster Mode

■

VRTScssim - VCS Simulator

■

VRTScscm - Veritas Cluster Server Cluster Manager
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■

VRTSvcsmn - VCS コマンドのマニュアルページ

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じて
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 パッケージのインストール

■

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.23 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 パッ
ケージをアンインストールします。
p.197 の 「uninstallvcs プログラムについて」 を参照してください。

installvcs プログラムのオプション機能
表 4-1 は、installvcs プログラムが実行できるオプションの動作を示しています。
表 4-1
オプションの動作

installvcs のオプション機能
参照先

VCS をインストールするための必要条件を満た p.47 の 「自動化されたインストール前のチェック
しているかを確認する
の実行」 を参照してください。
現在 VCS がクラスタ上で動作している場合は、 p.152 の 「VCS 5.0 MP3 へのアップグレード」 を
VCS をバージョン 5.0 MP3 にアップグレードす 参照してください。
る
VCS を設定せずに VCS パッケージをインストー p.58 の 「installonly オプションを使った VCS
ルする
のインストール」 を参照してください。

53

54

第 4 章 VCS のインストールと設定
VCS インストールプログラムについて

オプションの動作

参照先

VCS パッケージがすでにインストールされている p.58 の 「configure オプションを使った VCS の
場合に VCS を設定または再設定する
設定」 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セキュア
なインストールを実行する

p.239 の 「ssh か rsh が無効になる応答ファイル
を使用した 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.231 の 「VCS の自動インストールの実行」 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 パッケージのインストールは、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。
p.197 の 「uninstallvcs プログラムについて」 を参照してください。
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
認する画面となります。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 コンソールのだけのインストールに installvcs プログラムを使用する
ことはできません。
p.79 の 「Java コンソールのインストール」 を参照してください。

installvcs プログラムのオプションについて
-precheck、-responsefile、-installonly および -configure オプションに加え

て、installvcs プログラムには他の便利なオプションがあります。
installvcs コマンドは、次の形式を使います。
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installvcs [ system1 system2... ] [ options ]

表 4-2 に、installvcs コマンドのオプションを示します。
表 4-2

installvcs のオプション

オプションの構文

説明

-configure

-installonly 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。
p.58 の 「configure オプションを使った VCS の設定」 を参照して
ください。

-enckeyfile
encryption_key_file

-responsefile と -encrypt オプションを参照してください。

-encrypt password

-enckeyfile オプションに指定した暗号化キーを使って
password は暗号化され、暗号化されたパスワードは応答ファイル
に保管されます。

-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。

-installonly

VCS を設定せずに製品パッケージをシステムにインストールしま
す。
p.58 の 「installonly オプションを使った VCS のインストール」 を
参照してください。

-installpkgs

VCS パッケージが、正しいインストール順で表示されます。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。requiredpkgs
オプションを参照してください。

-jumpstart

Solaris JumpStart サーバーが Veritas 製品に対して使用できる
終了スクリプトを生成するには、このオプションを使います。終了ス
クリプトを格納するための利用可能な場所を指定する場合は、絶対
パスを使います。

-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。

-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。
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、サマリーファイル、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
ことを示します。
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オプションの構文

説明

-noextrapkgs

VxVM や VxFS などの追加の製品パッケージをインストールする
必要がないことを指定します。

メモ: 追加の製品パッケージをインストールしない場合、将来の VCS
製品のアップグレードが簡単になることがあります。
-nolic

ライセンス供与や設定を行わずに、パッケージをシステムにインス
トールします。このオプションを使うと、ライセンスが必要な機能など
はインストールされません。

-nooptionalpkgs

マニュアルページやマニュアルなどのオプションの製品パッケージ
をインストールする必要がないことを指定します。

-nostart

インストールと設定が完了した後の VCS の起動をバイパスします。

-patchpath
patch_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
ているパッチのすべてが patch_path に含まれることを指定します。
patch_path は、ディレクトリの絶対パスです。

メモ: 最新バージョンのパッチをダウンロードするときに、このオプ
ションを使うことができます。
-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
ているパッケージのすべてが 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。

-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.47 の 「自動化されたインストール前のチェックの実行」 を参照し
てください。

-requiredpkgs

すべての必須 VCS パッケージが、正しいインストール順で表示さ
れます。オプションのパッケージは掲載されません。出力を使って、
コマンドライン経由のインストールスクリプトまたはネットワーク経由
のインストールスクリプトを作成できます。installpkgs オプショ
ンを参照してください。
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オプションの構文

説明

-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 には、絶対パス名を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、インストーラ番号 .response とし
て自動的に生成されます。インストーラ番号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。
応答ファイルに暗号化パスワードが含まれている場合は、
-responsefile オプションとともに、-enckeyfile オプション
と encryption_key_file 名が必要です。
p.239 の 「ssh か rsh が無効になる応答ファイルを使用した VCS の
インストール」 を参照してください。
p.231 の 「VCS の自動インストールの実行」 を参照してください。

-rootpath root_path

すべてのパッケージのインストールで root_path がルートロケーショ
ンになるように指定します。
Solaris の場合、pkgadd コマンドに -rootpath passes -I 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。

-security

動作している VCS クラスタで、Symantec Product Authentication
Service を有効または無効にします。Symantec Product
Authentication Service 用のルートブローカーをインストールして
設定します。
p.17 の 「Symantec Product Authentication Service（AT）につ
いて」 を参照してください。

-serial

シリアル方法のシステムのインストール、アンインストール、スタート
と停止操作を実行します。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。

-timeout

インストールの間にインストーラが発行するその各コマンドのために
タイムアウト値を（秒で）指定します。デフォルトタイムアウト値は 600
秒に設定されます。
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オプションの構文

説明

-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、最初のログが記録され、インストールの前にリモート
システムにパッケージがコピーされる場所です。

-verbose

インストーラがパッケージをインストールするとき詳細を表示します。
デフォルトで、インストーラはインストールの間に進行バーのみを表
示します。

installonly オプションを使った VCS のインストール
状況によっては、クラスタ設定の準備が整う前に、VCS パッケージをシステムにインストー
ルする場合があります。このような場合には、installvcs -installonly オプションを
使います。このオプションを使った場合、指定されたシステムに VCS パッケージとライセ
ンスはインストールされますが、VCS 設定ファイルは作成されません。

configure オプションを使った VCS の設定
VCS をインストールし、VCS をただちに設定することを選択しなければ installvcs
-configure のオプションを使います。クラスタの設定の準備ができているとき VCS を設
定できます。このオプションを使った場合、installvcs プログラムはインストールを行わず
に、クラスタ情報の入力を要求し、VCS 設定ファイルを作成します。
p.67 の 「基本クラスタの設定」 を参照してください。
-configure オプションは、VCS クラスタの再設定に使えます。この再構成の実行中は、

VCS をシステムで稼動させることはできません。
手動で main.cf のファイルを編集したら、main.cf のファイルをフォーマットし直す必要
があります。
p.58 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。

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。
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■

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 および types.cf ファイルについて、詳しくは『Veritas Cluster Server ユーザー
ズガイド』を参照してください。
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 5.0 MP3 のインストールと設定
このインストールの例は、galaxy と nebula という 2 つのシステムに VCS をインストール
する方法を示しています。このインストール例では、すべての VCS パッケージをインストー
ルし、すべてのオプション機能を設定することを選択しています。この例の場合、クラスタ
名は「vcs_cluster2」、クラスタ ID は「7」です。
図 4-1 は、VCS をインストールして実行する Solaris SPARC システムの例を示していま
す。
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2 ノードクラスタへの VCS インストールの例

図 4-1

: nebula

ノード: galaxy
qfe:0

qfe:0

VCS プライベートネットワーク

qfe:1

qfe:1

hme0

hme0

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 4-2 は、VCS をインストールして実行する Solaris x64 システムの例を示しています。
2 ノードクラスタへの VCS インストールの例

図 4-2

ノード: nebula

ノード: galaxy
e1000g:0

e1000g:0

VCS プライベートネットワーク

e1000g:1

e1000g:1

bge0

bge0

パブリックネットワーク

クラスタ名: vcs_cluster2
クラスタ id: 7

タスクの概要
表 4-3 は、インストールと設定のタスクを示しています。
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表 4-3

インストールと設定のタスク

タスク

参照先

VCS のライセンス手続き ■ p.62 の 「ソフトウェアのインストールの開始」 を参照してください。
をしてインストールする ■ p.62 の 「インストール用のシステムの指定」 を参照してください。
■

p.63 の 「VCS のライセンス確認」 を参照してください。

p.64 の 「インストールする VCS パッケージの選択」 を参照してくだ
さい。
■ p.65 の 「VCS パッケージのインストールまたは VCS の設定の選択」
を参照してください。
■ p.75 の 「VCS パッケージのインストール」 を参照してください。
■

クラスタとその機能を設
定する

■

p.66 の 「ソフトウェアの設定の開始」 を参照してください。

■

p.66 の 「設定するシステムの指定」 を参照してください。

■

p.67 の 「基本クラスタの設定」 を参照してください。

■

p.70 の 「VCS ユーザーの追加」 を参照してください。 （オプション）

p.71 の 「SMTP 電子メール通知の設定」 を参照してください。 （オ
プション）
■ p.73 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。 （オプ
ション）
■ p.74 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。 （オプショ
ン）
■

設定ファイルを作成する p.76 の 「VCS 設定ファイルの作成」 を参照してください。
VCS とそのコンポーネン ■ p.76 の 「VCS の起動」 を参照してください。
トを起動する
■ p.77 の 「インストールの完了」 を参照してください。
セキュアモードで動作し ■ p.78 の 「セキュアモードで動作するクラスタの LDAP 認証の有効
ているクラスタで VCS の
化」 を参照してください。
ユーザーが LDAP のドメ
インに所属する場合に
LDAP の認証プラグイン
を有効にする
言語パッケージをインス ■ p.79 の 「言語パッケージのインストール」 を参照してください。
トールする
インストール後のタスクを ■ p.109 の 「データ整合性のための VCS クラスタの設定について」 を
実行する
参照してください。
■ p.79 の 「Java コンソールのインストール」 を参照してください。
クラスタを検証する

p.81 の 「インストール後のクラスタの確認」 を参照してください。
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ソフトウェアのインストールの開始
VCS は、Veritas 製品インストーラまたは installvcs プログラムを使ってインストールでき
ます。
製品インストーラを使って 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。

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、［I］を選択して、［製品のインストールまた
はアップグレード（Install/Upgrade a Product）］を選択します。

4

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。

installvcs プログラムを使って 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。

2

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

3

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。

インストール用のシステムの指定
インストーラは、インストール先のシステム名を入力するよう要求し、初期システムチェック
を実行します。
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インストール用のシステム名を指定するには

1

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 system names separated by spaces on which to install
VCS: galaxy nebula

単一ノードインストールの場合は、システムの名前を 1 つ入力します。
p.186 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。

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、次の処理を行います。
■

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、ssh がパスワードまたはパスフレーズを要求するこ
となく動作できることをチェックします。

■

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

■

システムがグローバルゾーンからインストールすることを確認する

■

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確認する
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 5.0 MP3 にアップグレードするオプションが表示されます。

VCS のライセンス確認
インストーラは、各システムの現在の VCS のライセンスキーをチェックします。ライセンス
キーがインストールされていない場合は、ライセンスキーを入力するよう求められます。
p.81 の 「ライセンス情報の確認方法」 を参照してください。
VCS のライセンスを入力するには

1

ユーティリティがシステムライセンスをチェックし、ライセンス確認されたパッケージを
インストールしたら、その出力を確認します。

2

各ノードでインストーラから入力を求められたら、Veritas Cluster Server のライセン
スキーを入力します。
Enter a VCS license key for galaxy: [?] XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX successfully registered on galaxy
VCS license registered on galaxy
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3

製品の追加機能用のキーを入力します。
Do you want to enter another license key for galaxy? [y,n,q,?]
(n) y
Enter a VCS license key for galaxy: [?] XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX successfully registered on galaxy
Do you want to enter another license key for galaxy? [y,n,q,?]
(n)

4

インストーラが他のノードにライセンスキーを登録したら、その出力を確認します。イ
ンストーラがプロンプトを表示したら、他のノードに追加する製品機能のキーを入力
します。
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX successfully registered on nebula
VCS license registered on nebula
Do you want to enter another license key for nebula? [y,n,q,?]
(n)

インストールする VCS パッケージの選択
インストーラは、以前にインストールされたパッケージをすべて検証し、ユーザーの選択
に基づいて、すべてのVCS パッケージまたは必須パッケージのみをインストールします。
VCS パッケージをインストールするには

1

インストーラが、すでにインストールされているパッケージをチェックしたら、その出力
を確認します。

2

インストーラがすべてのノードで必須の OS パッチを適用可能であることを確認した
ら、その出力を確認します。
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、ノードにパッチをインストールします。
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3

インストールする VCS パッケージを選択します。
Select the packages to be installed on all systems? [1-3,q,?]
(3) 2

どのパッケージ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

必須 VCS パッケージのみをインストールする

2

すべての VCS パッケージ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。
すでに SF HA パッケージをインストールしている場合は、このオプションがデフォル
トであることに注意してください。

3

VCS と SF HA のパッケージをすべてインストールする（デフォルトオプション）
すでに SF HA パッケージがインストールされている場合、このオプションは表示され
ません。

4

インストーラが各ノードにインストールするパッケージの一覧を確認します。
最新バージョンのパッケージがシステムにインストールされている場合は、システム
のパッケージインストールリストから該当のパッケージが削除されます。

VCS パッケージのインストールまたは VCS の設定の選択
VCS を使うには VCS を設定する必要がありますが、次のいずれかを実行できます。
■

VCS をインストールして、今すぐ設定することを選択する
p.67 の 「基本クラスタの設定」 を参照してください。

■

パッケージをシステムにインストールするが、クラスタ設定の手順は後で行う

VCS パッケージを今すぐインストールし、VCS を後で設定するには

1

ここで VCS を設定しない場合は、プロンプトで n を入力します。
Are you ready to configure VCS? [y,n,q] (y) n

ユーティリティは、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します。インストールの必要条件が満たされて
いない場合、ユーティリティは停止し、プロセスを続行するために必要なアクションを
示します。

2

インストーラが以前のバージョンをすべてアンインストールし、VCS 5.0 MP3 パッケー
ジをインストールしたら、その出力を確認します。

3

クラスタを後で設定します。
p.58 の 「configure オプションを使った VCS の設定」 を参照してください。
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ソフトウェアの設定の開始
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、製品ディスクをマウントしていることを確認しま
す。

2

インストーラを起動します。
# ./installer

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

3

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

4

表示されるリストから、設定する製品の ［Veritas Cluster Server］を選択します。

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

3

installvcs プログラムを起動します。
# ./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 on which to configure
VCS: 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。
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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

■

システムがグローバルゾーンからインストールすることを確認する

■

VCS がインストールされているか確認する

■

VCS 5.0 MP3 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
インストーラのプロンプトが表示されたら、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: [?] vcs_cluster2
Enter the unique Cluster ID number between 0-65535: [b,?] 7

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 を使用する場合は、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。
インストーラが検出して報告するネットワークインターフェースカードまたは集約イン
ターフェースを選択する必要があります。インストーラで検出されなかった集約イン
ターフェースを使う場合は、製品の設定後にプロンプトが表示されたときに、/etc/llttab
ファイルを手動で編集してから VCS を起動する必要があります。
p.76 の 「VCS の起動」 を参照してください。
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
hme0）は入力しないでください。
アーキテクチャに応じて、次のプロンプトに回答します。
■

Solaris SPARC の場合:
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Enter the NIC for the first private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] qfe0
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] qfe1
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)
■

Solaris x64 の場合:
Enter the NIC for the first private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] e1000g0
Would you like to configure a second private heartbeat link?
[y,n,q,b,?] (y)
Enter the NIC for the second private heartbeat NIC on galaxy:
[b,?] e1000g1
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)

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。

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。
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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.23 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.70 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。
Select the Security option you would like to perform [1-3,q,?]

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。
Option 1。自動設定

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。
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。

Option 2。半自動設定

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。
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Option 3。手動設定

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。
Enter root Broker name:
east.symantecexample.com
Enter root broker FQDN: [b]
(symantecexample.com)
symantecexample.com
Enter root broker domain: [b]
(root@east.symantecexample.com)
root@east.symantecexample.com
Enter root broker port: [b] (2821) 2821
Enter path to the locally accessible
root hash [b] (/var/tmp/
installvcs-1Lcljr/root_hash)
/root/root_hash
各ノードでプロンプトが表示されたら、次の認証ブローカー情
報を入力します。
Enter authentication broker principal name on
galaxy [b]
(galaxy.symantecexample.com)
galaxy.symantecexample.com
Enter authentication broker password on galaxy:
Enter authentication broker principal name on
nebula [b]
(nebula.symantecexample.com)
nebula.symantecexample.com
Enter authentication broker password 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 ユーザーズガイド』を参照してください。

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。
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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 password for the Admin user
(default password='password')? [y,n,q] (n) y
Enter New 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: [?] 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 ユーザーズガイド』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] (y) 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.73 の 「SNMP トラップ通知の設定」 を参照してください。

3

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

SMTP サーバーのホスト名を入力します。
Enter the domain-based hostname of the SMTP server
(example: smtp.yourcompany.com): [b,?] 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,?] 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,?] 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,?] harriet@example.com
Enter the minimum severity of events for which mail should be
sent to harriet@example.com [I=Information, W=Warning,
E=Error, S=SevereError]: [b,?] E

■

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

5

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

SNMP トラップ通知の設定
SNMP 管理コンソールにイベント通知を送信するように VCS を設定することを選択でき
ます。通知先の SNMP 管理コンソールの名前と、メッセージ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 ユーザーズガイド』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] (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.74 の 「グローバルクラスタの設定」 を参照してください。

3

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

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

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,?] 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,?] 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,?] S

■

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

5

SNMP 通知情報を確認します。
SNMP Port: 162
Console: 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、インストーラによりこのクラスタ
をグローバルクラスタとして設定するオプションが利用できます。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。
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。グローバルクラスタ用に VCS 設定ファイルを
更新するために、後から各クラスタで gcoconfig ユーティリティも実行できることに注意し
てください。
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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 ユーザーズガイド』を参照してください。
メモ: Replicated Data Cluster（RDC） 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] (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。

3

このクラスタをグローバルクラスタとして設定するための情報を入力します。
インストーラは、NIC、仮想 IP アドレスとネットマスクの値を入力するよう要求します。

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: hme0
IP: 10.10.12.1
Netmask: 255.255.240.0
Is this information correct? [y,n,q] (y)

Solaris x64 では、NIC のポートの例は bge0 です。

VCS パッケージのインストール
インストーラは、すべての設定情報を収集した後、クラスタシステムにパッケージをインス
トールします。すでにパッケージがインストールされており、クラスタを設定または再設定
するよう選択されると、インストーラは設定ファイルの作成に進みます。
p.76 の 「VCS 設定ファイルの作成」 を参照してください。
ユーティリティは、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します。インストールの必要条件が満たされていない場
合、ユーティリティは停止し、プロセスを続行するために必要なアクションを示します。イン
ストーラが以前のバージョンをすべてアンインストールし、VCS 5.0 MP3 パッケージをイン
ストールしたら、その出力を確認します。

75

76

第 4 章 VCS のインストールと設定
VCS 5.0 MP3 のインストールと設定

VCS 設定ファイルの作成
パッケージをインストールし、設定情報を提供した後、インストーラは設定ファイルを作成
し、各システムにそれらをコピーすることを続けます。
Creating Cluster Server configuration files ............ Done
Copying configuration files to galaxy.................... Done
Copying configuration files to nebula.................... Done
Cluster Server configured successfully.

セキュアモードでクラスタを設定することを選択した場合、インストーラは Symantec
Product Authentication Service も設定します。
認証サービスを設定することを選択したモードによって、インストーラは次のいずれかを
実行します。
■

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

インストーラはセキュアモードで VCS を開始する前に次のことを実行します。
■

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

VCS の起動
これで、各システムで VCS とそのコンポーネントを起動できます。セキュアモードでクラス
タを設定することを選択した場合、インストーラは、クラスタ内の各ノードで Authentication
Service プロセスも起動します。
メモ: インストーラがプライベートハートビート用に検出しなかった集約インターフェースを
使うには、VCS を起動しないようにしてください。
p.67 の 「基本クラスタの設定」 を参照してください。
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VCS を起動するには

1

各ノードで VCS とそのコンポーネントを起動することを確認します。
VCS を起動する場合は、y と入力します。
インストーラがプライベートハートビート用に検出しなかった集約インターフェースを
使う場合は、n を入力します。スキップして手順 2 を行います。
Do you want to start Veritas Cluster Server processes now?
[y,n,q] (y) n

2

集約インターフェースを使ってプライベートハートビートを設定するには次の操作を
行います。
■

/etc/llttab ファイルを編集して、NIC の名前を集約インターフェースの名前に置
き換える。

■

設定変更を反映されるため、システムを再ブートする。

インストールの完了
VCS 5.0 MP3 のインストールが正常に完了すると、インストーラはサマリーファイル、ログ
ファイル、応答ファイルを作成します。これらのファイルが提供する有用な情報は、現在
のインストールだけでなく今後のインストールにも役立ちます。
インストーラによって表示されるインストールのログファイル、サマリーファイル、応答ファイ
ルの場所を確認してください。
表 4-4 はインストールの終了時に作成されるファイルを指定します。
表 4-4

ファイルの説明

ファイル

説明

summary ファイル

■

各システムにインストールされるプログラムをリストします。

■

クラスタとそこに設定されたリソースを説明します。

■

クラスタを管理するための情報を提供します。

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.232 の 「応答ファイルの例」 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 LDAP 認証の有効化
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。
『Symantec Product Authentication Service Administrator's Guide』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）

■

UserObject 属性（デフォルトは cn）

■

ユーザー GID 属性（デフォルトは gidNumber）

■

グループメンバーシップ属性（デフォルトは memberUid）

■

LDAP ディレクトリの URL

■

ユーザーコンテナの識別名（たとえば UserBaseDN=ou=people,dc=comp,dc=com）

■

グループコンテナの識別名（たとえば GroupBaseDN=ou=group,dc=comp,dc=com）

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。LDAP 認証プラグインを有効にする
には、LDAP 環境の確認、AT での LDAP ドメインの追加、LDAP 認証の確認が必要で
す。VCS に含まれる AT コンポーネントは、VRTSatlocal.conf ファイルを手動で編集し
て、LDAP 認証を有効にする必要があります。
その手順については、『Symantec Product Authentication Service Administrator's
Guide』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 ユーザーズガイド』
を参照してください。
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言語パッケージのインストール
言語パッケージをインストールする前に、次の操作を実行します。
■

クラスタ内のすべてのシステムで root として、install_lp コマンドで ssh または rsh
のコマンドが使われていることを確認します。

■ install_lp

を実行するシステムへの権限が付与されていることを確認します。

言語パッケージをインストールするには

1

言語ディスクをドライブに挿入します。
Solaris ボリューム管理ソフトウェアによって、ディスクが /cdrom/cdrom0 として自
動的にマウントされます。

2

/cdrom/cdrom0 ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

3

言語パッケージをインストールします。
# ./install_lp

言語パッチをインストールするには

1

言語ディスクをドライブに挿入します。
Solaris ボリューム管理ソフトウェアによって、ディスクが /cdrom/cdrom0 として自
動的にマウントされます。

2

/cdrom/cdrom0 ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

3

言語パッチをインストールします。
# ./installmlp

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 を管理することができます。VCS をインストールした後、Windows NT/2000
Professional/XP/2003 システムまたは X-Window を備えた Solaris システムに、Java
コンソールをインストールします。Java コンソールを実行するシステムは、クラスタ内のシ
ステムの場合、またはリモートワークステーションの場合があります。クラスタ内の各システ
ムはリモートワークステーションからリモート管理できます。
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Solaris システムに Java コンソールをインストールする場合は、そのシステムにプリンタが
設定されていることを確認してください。プリンタが設定されていないシステムでオンライ
ン JavaHelp を印刷すると、Java コンソールがハングアップする可能性があります。
Java コンソールのコンポーネントである Cluster Manager と Configuration Editor の
使用に関する情報を見直します。詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』
を参照してください。

Solaris 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。
Solaris で Java コンソールをインストールするには

1

Java コンソールのインストール用のディレクトリを作成します。
# mkdir /tmp/install

2

VCS のソフトウェアディスクを、このシステムの CD-ROM ドライブに挿入します。
Solaris ボリューム管理ソフトウェアによって、ディスクが /cdrom/cdrom0 として自
動的にマウントされます。次のコマンドを入力します。
# cd /cdrom/cdrom0

3

圧縮済みのパッケージファイル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 -r cluster_server/pkgs/VRTScscm* /tmp/install

4

システムに gunzip ユーティリティがない場合は、ディスクからコピーしてください。
# cp /cdrom_path/gnu/gunzip /tmp/install

5

一時ディレクトリに移動して、圧縮済みのパッケージ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。

6

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
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7

ソフトウェアをインストールします。
# pkgadd -d . VRTScscm

8

プロンプトが表示されたら［はい］で回答します。

Windows システムでの Java コンソールのインストール
VCS Java コンソール（Cluster Manager）を Windows NT/2000 Professional、XP、
2003 システムにインストールしてクラスタを管理できます。
Windows システムに Java コンソールをインストールするには

1

VCS ソフトウェアが収録されたソフトウェアディスクを、Windows システムのドライブ
に挿入します。英語以外の言語をサポートするには、言語パッケージのメディアディ
スクをドライブに挿入します。

2

Windows エクスプローラを使って、ディスクドライブを選択します。

3

¥windows¥VCSWindowsInstallers¥ClusterManager に移動します。

4

選択した言語フォルダ（例: EN や JA）を開きます。

5

setup.exe をダブルクリックします。

6

［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。

インストール後のクラスタの確認
installvcs プログラムを使い、VCS の設定と起動を選択した場合は、VCS とすべてのコ
ンポーネントが適切に設定され、正しく起動できます。インストール後に、クラスタが正しく
動作していることを確認する必要があります。
p.125 の 「VCS インストールの確認について」 を参照してください。

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。
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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
License Type
OEM ID

=
=
=
=
=

xxx-xxx-xxx-xxx-xxx
Veritas Cluster Server
1249
PERMANENT
478

Features :=
Platform
Version
Tier
Reserved

=
=
=
=

Solaris
5.0
0
0

Mode

= 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.83 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
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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

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

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。
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5
VCS の手動インストールと
設定
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 インストールの必要条件

■

VCS ソフトウェアの手動によるインストール

■

JumpStart 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することができ
ます。
手動インストールの場合の次の基準を確認します。
■

単一の VCS パッケージをインストールする。

■

VCS 5.0 MP3 が実行されているクラスタ内の 1 つのシステムに VCS をインストール
する。

■

ネットワーク経由でシステムにインストールすることができない。これはリモート root
ユーザーアクセス権限がない場合に考えられます。

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。
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VCS インストールの必要条件
次に示す必要条件を見直し、VCS ソフトウェアをインストールする準備ができていることを
確認してください。
■

p.19 の 「ハードウェアの必要条件」 を参照してください。

■

p.20 の 「サポート対象のオペレーティングシステム」 を参照してください。

■

p.21 の 「サポート対象ソフトウェア」 を参照してください。

VCS ソフトウェアの手動によるインストール
表 5-1 は手動で VCS 5.0 MP3 をインストールし、設定するときに実行しなければならな
いタスクをリストします。
表 5-1

VCS 5.0 MP3 の手動インストールタスク

タスク

参照先

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.88 の 「手動インストールにおける VCS パッケージのインストー
ル」 を参照してください。

クラスタ内の各ノードで VCS p.91 の 「手動インストールによる日本語パッケージのインストール」
言語パッケージソフトウェアを を参照してください。
手動でインストールする
ライセンスキーを追加する

p.94 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。

以前の VCS インストールから p.95 の 「設定ファイルのアップグレード」 を参照してください。
設定ファイルを復元する
各ノードにインストールガイド
をコピーする
LLT と GAB を設定する

■

p.95 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.98 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。

VCS を設定する

p.98 の 「VCS の設定」 を参照してください。

LLT、GAB、VCS サービスを p.100 の 「手動インストールのための LLT、GAB と VCS の開始」 を
起動する
参照してください。
VCS 設定を変更する

p.101 の 「VCS 設定の変更」 を参照してください。

第 5 章 VCS の手動インストールと設定
VCS ソフトウェアの手動によるインストール

タスク
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参照先

デモライセンスから永続ライセ p.101 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。

手動インストールの準備
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。
p.47 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。
インストールを準備するには

1

圧縮済みのパッケージとパッチファイル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 -r cluster_server/pkgs/* /tmp/install
# cp -r cluster_server/patches/* /tmp/install

2

一時ディレクトリに移動して、圧縮済みのパッケージファイルを解凍します。
# cd /tmp/install
# gunzip *.gz

3

システムに gunzip ユーティリティがない場合は、ディスクからコピーしてください。
# cp /cdrom/cdrom0/gnu/gunzip /tmp/install

4

次のアーキテクチャのファイルを一覧表示します。
■

SPARC の場合:
# ls /tmp/install
.
..
123207-03.tar
123208-03.tar
123209-03.tar
123210-03.tar
123211-03.tar
123722-01.tar
123983-01.tar
123984-01.tar
123985-01.tar

137338-01.tar
README.123207-03
README.123208-03
README.123209-03
README.123210-03
README.123211-03
README.123722-01
README.123983-01
README.123984-01
README.123985-01
README.125150-07

VRTSacclib.tar
VRTSat.tar
VRTScmccc.tar
VRTScmcs.tar
VRTScscm.tar
VRTScscw.tar
VRTScssim.tar
VRTScutil.tar
VRTSgab.tar
VRTSicsco.tar
VRTSjre15.tar

VRTSperl.tar
VRTSspt.tar
VRTSvcs.tar
VRTSvcsag.tar
VRTSvcsmg.tar
VRTSvcsmn.tar
VRTSvlic.tar
VRTSvxfen.tar
VRTSweb.tar
info
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125150-07.tar
127333-01.tar
■

README.127333-01
README.137338-01

VRTSllt.tar
VRTSpbx.tar

x64 の場合:
# ls /tmp/install
128048-03.tar
128049-03.tar
128050-03.tar
137339-01.tar
137384-03.tar
137388-01.tar
info
README.128048-03
README.128049-03

README.128050-03
README.137339-01
README.137384-03
README.137388-01
VRTSacclib.tar
VRTSat.tar
VRTScmccc.tar
VRTScmcs.tar
VRTScscm.tar

VRTScscw.tar
VRTScssim.tar
VRTScutil.tar
VRTSgab.tar
VRTSicsco.tar
VRTSjre15.tar
VRTSllt.tar
VRTSpbx.tar
VRTSperl.tar

VRTSspt.tar
VRTSvcs.tar
VRTSvcsag.tar
VRTSvcsmg.tar
VRTSvcsmn.tar
VRTSvlic.tar
VRTSvxfen.tar
VRTSweb.tar

手動インストールにおける VCS パッケージのインストール
VCS には、必須とオプションの両方のパッケージがあります。最初に、必須パッケージを
インストールします。すべてのパッケージが /opt ディレクトリにインストールされます。
オプションのを選択する場合は、次の情報に留意してください。
■

Symantec社は、VCS のマニュアルページのパッケージ（VRTSvcsmn）をインストー
ルすることを推奨します。

■

I/O フェンシングのパッケージは、SCSI-3 Persistent Reservation（PR）をサポート
する共有ディスクでのみ使えます。I/O フェンシングの概念の説明については、
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照してください。SCSI-3 PR 用の共
有ストレージをテストし、I/O フェンシングを実装する必要があります。
p.111 の 「I/O フェンシングの設定について」 を参照してください。

■

VCS 設定ウィザード（VRTScscw）パッケージには、VCS の設定を必要とする Veritas
製品のインストールと設定のためのウィザードが含まれています。

■

VCS Simulator で Java コンソールを使うには、VRTScssim および VRTScscm パッ
ケージをインストールする必要があります。

クラスタ内の各ノードで、VCS パッケージをインストールするための手順を実行します。
ノード上で VCS パッケージをインストールするには

1

圧縮ファイルから次の必須とオプションの VCS パッケージとパッチを抽出します。
■

必須のパッケージを抽出します。
# tar -xvf VRTSperl.tar
# tar -xvf VRTSvlic.tar
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# tar -xvf VRTSicsco.tar
# tar -xvf VRTSpbx.tar
# tar -xvf VRTSat.tar
# tar -xvf VRTSspt.tar
# tar -xvf VRTSllt.tar
# tar -xvf VRTSgab.tar
# tar -xvf VRTSvxfen.tar
# tar -xvf VRTSvcs.tar
# tar -xvf VRTSvcsmg.tar
# tar -xvf VRTSvcsag.tar
# tar -xvf VRTSjre15.tar
# tar -xvf VRTScutil.tar
# tar -xvf VRTScscw.tar
# tar -xvf VRTSweb.tar
# tar -xvf VRTSacclib.tar
■

オプションのパッケージを抽出します。必要のないパッケージは省略してくださ
い。
# tar -xvf VRTSvcsmn.tar
# tar -xvf VRTScscm.tar
# tar -xvf VRTScssim.tar
# tar -xvf VRTScmcs.tar
# tar -xvf VRTScmccc.tar

■

SPARC 8 の場合、次のパッチを抽出します。
# tar -xvf 127333-01.tar
# tar -xvf 137338-01.tar
# tar -xvf 123722-01.tar
# tar -xvf 123207-03.tar
# tar -xvf 125150-07.tar
# tar -xvf 123984-01.tar
# tar -xvf 123983-01.tar

■

SPARC 9 の場合、次のパッチを抽出します。
# tar -xvf 127333-01.tar
# tar -xvf 137338-01.tar
# tar -xvf 123722-01.tar
# tar -xvf 123208-03.tar
# tar -xvf 125150-07.tar

89

90

第 5 章 VCS の手動インストールと設定
VCS ソフトウェアの手動によるインストール

# tar -xvf 123984-01.tar
# tar -xvf 123983-01.tar
■

SPARC 10 の場合、次のパッチを抽出します。
# tar -xvf 127333-01.tar
# tar -xvf 137338-01.tar
# tar -xvf 123722-01.tar
# tar -xvf 123209-03.tar
# tar -xvf 123210-03.tar
# tar -xvf 125150-07.tar
# tar -xvf 123211-03.tar
# tar -xvf 123983-01.tar

■

x64 の場合、次のパッチを抽出します。
# tar -xvf 137388-01.tar
# tar -xvf 137339-01.tar
# tar -xvf 128049-03.tar
# tar -xvf 128048-03.tar
# tar -xvf 137384-03.tar
# tar -xvf 128050-03.tar

2

圧縮ファイルから次の必須とオプションの VCS パッケージをインストールします。
■

必須のパッケージを次に示す順序でインストールします。
# pkgadd -d . VRTSperl VRTSvlic VRTSicsco VRTSpbx VRTSat
VRTSspt VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen VRTSvcs VRTSvcsmg VRTSvcsag
VRTSjre15 VRTScutil VRTScscw VRTSweb VRTSacclib

■

次に示す順序で、オプションのパッケージをインストールします。必要のないパッ
ケージは省略してください。
# pkgadd -d . VRTSvcsmn VRTScscm VRTScssim VRTScmcs
VRTScmcc

3

圧縮ファイルから次のパッチをインストールします。
■

SPARC 8 の場合、次のパッチをインストールします。
# patchadd 127333-01
# patchadd 137338-01
# patchadd 123722-01
# patchadd 123207-03
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# patchadd 125150-07
# patchadd 123984-01
# patchadd 123983-01
■

SPARC 9 の場合、次のパッチをインストールします。
# patchadd 127333-01
# patchadd 137338-01
# patchadd 123722-01
# patchadd 123208-03
# patchadd 125150-07
# patchadd 123984-01
# patchadd 123983-01

■

SPARC 10 の場合、次のパッチをインストールします。
# patchadd 127333-01
# patchadd 137338-01
# patchadd 123722-01
# patchadd 123209-03
# patchadd 123210-03
# patchadd 125150-07
# patchadd 123211-03
# patchadd 123984-01
# patchadd 123983-01

■

x64 の場合、次のパッチをインストールします。
# patchadd 137388-01
# patchadd 137339-01
# patchadd 128049-03
# patchadd 128048-03
# patchadd 137384-03
# patchadd 128050-03

手動インストールによる日本語パッケージのインストール
基本 VCS パッケージをインストールした後に、VCS で必要な言語パッケージをインストー
ルします。日本語パッケージの内容は次のとおりです。
必須のパッケージ
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VRTSmulic

Multi Language Symantec License Utilities

VRTSjaico

Symantec Infrastructure Core Services Common Japanese Language

VRTSjapbx

Symantec Private Branch Exchange Japanese Language

VRTSatJA

Symantec Product Authentication Service Software Japanese Language
Kit

VRTSjacs

Japanese Veritas Cluster Server Message Catalogs by Symantec

VRTSjacsj

Japanese VERITAS Cluster Server Cluster Manager

VRTSjacsu

Japanese Symantec Veritas Cluster Utility

VRTSjaweb

Japanese Symantec Web Server Language Pack

オプションのパッ
ケージ
VRTSjacmc

Veritas Cluster Management Console Japanese Localization

VRTSjacsm

Japanese VERITAS Cluster Server Simulator

インストールする前に、スーパーユーザーとしてログオンしていることと、言語ディスクがマ
ウントされていることを確認してください。
p.47 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。
クラスタ内の各ノードで、日本語パッケージをインストールするための手順を実行します。
ノードに言語パッケージとパッチをインストールするには

1

圧縮済みのパッケージとパッチファイル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 -r ja/cluster_server/pkgs/* /tmp
# cp -r ja/cluster_server/patches/* /tmp

2

システムに gunzip ユーティリティがない場合は、ベース製品のディスクからコピーで
きます。
# cp /cdrom_path/gnu/gunzip /tmp/install

3

一時ディレクトリに移動して、圧縮済みのパッケージファイルを解凍します。
# cd /tmp
# gunzip *.gz
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4

一時ディレクトリのファイルを一覧表示します。
# ls /tmp/install

5

123680-05.tar
123975-03.tar

info
README.123680-05

README.123982-01
VRTSatJA.tar

VRTSjacsu.tar
VRTSjaico.tar

123976-03.tar
123977-03.tar
123978-03.tar
123982-01.tar

README.123975-03
README.123976-03
README.123977-03
README.123978-03

VRTSjacmc.tar
VRTSjacsj.tar
VRTSjacsm.tar
VRTSjacs.tar

VRTSjapbx.tar
VRTSjaweb.tar
VRTSmulic.tar
VRTSperl.tar

圧縮済みのパッケージを抽出します。
■

必須のファイルを抽出します。
# tar -xvf VRTSmulic.tar
# tar -xvf VRTSjaico.tar
# tar -xvf VRTSjapbx.tar
# tar -xvf VRTSatJA.tar
# tar -xvf VRTSjacs.tar
# tar -xvf VRTSjacsj.tar
# tar -xvf VRTSjacsu.tar
# tar -xvf VRTSjaweb.tar

■

オプションのパッケージを抽出します。
# tar -xvf VRTSjacmc.tar
# tar -xvf VRTSjacsm.tar

6

圧縮済みのパッチを抽出します。
■

Solaris 10 の場合、次の必須のパッチを抽出します。
# tar -xvf 123680-05.tar
# tar -xvf 123977-03.tar
# tar -xvf 123978-03.tar

■

Solaris 9 の場合、次の必須のパッチを抽出します。
# tar -xvf 123680-05.tar
# tar -xvf 123976-03.tar

■

Solaris 8 の場合、次の必須のパッチを抽出します。
# tar -xvf 123680-05.tar
# tar -xvf 123975-03.tar
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■

VRTSjacmc パッケージ用のパッチを抽出します。
# tar -xvf 123982-01.tar

7

圧縮ファイルから次の必須とオプションの VCS パッケージをインストールします。
■

必須のパッケージを次に示す順序でインストールします。
# pkgadd -d . VRTSmulic VRTSjaico VRTSjapbx VRTSatJA
VRTSjacs VRTSjacsj VRTSjacsu VRTSjaweb

■

次に示す順序で、オプションのパッケージをインストールします。必要のないパッ
ケージは省略してください。
# pkgadd -d . VRTSjacmc VRTSjacsm

8

圧縮ファイルから次の必須とオプションの VCS パッチをインストールします。
■

Solaris 10 の場合、次の必須のパッチをインストールします。
# patchadd 123680-05
# patchadd 123977-03
# patchadd 123978-03

■

Solaris 9 の場合、次の必須のパッチをインストールします。
# patchadd 123680-05
# patchadd 123976-03

■

Solaris 8 の場合、次の必須のパッチをインストールします。
# patchadd 123680-05
# patchadd 123975-03

■

VRTSjacmc パッケージの場合、次のパッチをインストールします。
# patchadd 123982-01

手動インストールのためのライセンスキーの追加
各クラスタノードにすべての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
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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。たとえば次のように入力します。
# 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。

設定ファイルのアップグレード
5.0 MP3 パッケージを手動で追加してクラスタを VCS にアップグレードした場合は、以前
の VCS インストールから設定ファイルを復元する必要があります。

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 2 つの主な機能があります。
それは次のタスクを処理します。
■

トラフィックの配布

■

ハートビートのトラフィック

LLT を設定するには、クラスタ内の各ノード上で、/etc/llthosts と /etc/llttab の 2 つの
ファイルを設定します。

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。システムに対して 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。クラスタ内の各ノード上に同
じ内容のファイルを作成する必要があります。
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 north
1 south
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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）およびシステムがネットワークリン
クに使うデバイス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.96 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/llttab を作成します。
■

SPARC の場合:
set-node north
set-cluster 2
link qfe0 qfe:0 - ether - link qfe1 qfe:1 - ether - -

■

x64 の場合:
set-node north
set-cluster 2
link e1000g0 e1000g:0 - ether - link e1000g1 e1000g:1 - 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 のための値は、north、0、ファイル名 /etc/nodename です。ファイル名を選
択する場合、そのファイルにシステムの名前（この例では north）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、サンプルファイル
/opt/VRTSllt/sample-llttab 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 5-2 は手動インストールのための LLT のパラメータを含んでいます。
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表 5-2

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 番目の引数は、ネットワークインターフェースのデバイス名
です。この引数は、device_name:device_instance_number という
書式です。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 となります。

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。また VCS のシステム間通信を可能に
して、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。
Sun システムではデフォルトで、すべてのインターフェースに同じ MAC アドレスが割り当
てられます。したがって、ネットワークに 2 つ以上のインターフェースを接続すると問題が
発生する可能性があります。次の例を考えてみます。IP を 1 つのパブリックインターフェー
スに設定し、LLT をもう 1 つのインターフェースに設定します。どちらのインターフェース
も 1 つのスイッチに接続されています。2 つのスイッチポートの MAC アドレスが重複する
と、そのスイッチから LLT インターフェースへの IP トラフィックのリダイレクトが不正確にな
る可能性があります（逆の場合も同様）。この問題を回避するには、eeprom(1M) パラメー
タの local-mac-address を true に設定して、一意の MAC アドレスが割り当てられるよう
にシステムを設定します。

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 2 つの主な機能があります。
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、vi エディタまたはその他のエディタを使って、/etc/gabtab 設定
ファイルをクラスタ内の各ノードで設定します。次に、/etc/gabtab ファイルの例を示しま
す。
/sbin/gabconfig -c -nN
-c オプションが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、デフォルトではクラスタ内のシステム数です。
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、ギガビット対応 HUB の設定時間が大幅に増加し、スプリットブレイン状態が発
生する可能性があります。

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
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 ファイルの編集
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 ユーザーズガイド』を参照してください。
main.cf ファイルを編集するには

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。

3

ファイルを保存して閉じます。

main.cf の例
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 north
system south

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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types.cf ファイル
main.cf の「include」文が types.cf ファイルを引用することに注意してください。このテキ
ストファイルは VCS の付属エージェントのリソースを記述します。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。

手動インストールのための LLT、GAB と VCS の開始
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/rc2.d/S70llt 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。
Apr

5 14:46:18 north llt: LLT:10009: LLT Protocol available

p.133 の 「LLT の検証方法」 を参照してください。
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/rc2.d/S92gab 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。
Apr 5 14:46:29 north gab: GAB:20021: GAB available
Apr 5 14:51:50 north gab: GAB:20026: Port a registration
waiting for seed port membership

p.135 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。
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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/rc3.d/S99vcs 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。
Apr

5 14:52:02 north gab: GAB:20036: Port h gen 3972a201
membership 01

p.137 の 「クラスタの検証方法」 を参照してください。

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 ユーザーズガイド』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 ユーザーズガイド』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、クラスタ管理コンソール、VCS の通知
コンポーネント、グローバルクラスタのオプションが含まれます。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.128 の 「VCS クラスタの main.cf ファイルの例」 を参照してください。

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。
p.81 の 「ライセンス情報の確認方法」 を参照してください。
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JumpStart を使った VCS のインストール
この JumpStart 手順は、JumpStart に関する実用的な知識があることを前提とします。
JumpStart の使用方法について詳しくは、オペレーティングシステムに付属の JumpStart
のマニュアルを参照してください。JumpStart を使う場合、Veritas Cluster Server 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ません。次の手順
は、スタンドアロン設定を前提とします。
言語パッケージについては、JumpStart を使ってパッケージとパッチをインストールでき
ます。言語パッケージとパッチをスクリプトに追加して、それらのファイルを JumpStart
サーバーのディレクトリに配置します。

JumpStart への VCS のインストール作業
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 JumpStart 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。
JumpStart サーバーに Veritas パッケージをインストールするには

1

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

2

圧縮済みの Veritas Cluster Server パッケージとパッチファイルを一時ディレクトリ
にコピーし、それらのファイルを圧縮解除して、tar ファイルからパッケージを抽出し
ます。
p.103 の 「VCS パッケージとパッチのコピーと解凍」 を参照してください。

3

パッケージとパッチを、JumpStart サーバーにコピーして、ネットワーク上の共有ディ
レクトリの下に配置します。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。

4

インストール順を決定し、ルールファイルを変更します。
p.105 の 「インストール順の確立」 を参照してください。
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5

JumpStart の起動スクリプトと終了スクリプトを書きます。
パッケージとパッチをインストールするための pkgadd 操作と patchadd 操作は、
JumpStart サーバーが使用できるスクリプトにコーディングする必要があります。
jumpstart オプションを付けて installvcs コマンドを実行し、終了ファイルのサンプ
ルを作成します。終了ファイルのサンプルを作成するには、次のタスクを実行します。
# cd cluster_server
# ./installvcs -jumpstart dir_path
dir_path は、作成した終了ファイルを格納するディレクトリのパスを示します。

言語パッケージについて、言語パッケージ用とパッチ用の行を終了スクリプトに追加
します。
p.106 の 「終了ファイルへの言語パッケージ情報の追加」 を参照してください。

6

パッケージとパッチを適切な場所に追加して、JumpStart 環境を設定します。
Solaris 10 では、グローバルゾーン内でパッケージをインストールする必要がありま
す。パッケージの pkginfo ファイルに含まれる変数 SUNW_PKG_ALLZONES が
true 以外の値に設定されている場合、-G オプションを pkgadd コマンドに指定しま
す。

7

VRTS パッケージの応答ファイルを作成します。
p.107 の 「JumpStart 応答ファイルの作成」 を参照してください。

8

JumpStart を実行してパッケージをインストールします。
パッケージのインストールが完了した後、JumpStart によりシステムが再起動される
場合があります。

9

ディスクのディレクトリから installvcs コマンドを実行して、Veritas ソフトウェアを設
定します。
# /cdrom/cdrom0/cluster_server/installvcs -configure

VCS パッケージとパッチのコピーと解凍
パッケージをインストールできるようにするには、パッケージを解凍して tar ファイルから
抽出する必要があります。
パッケージを解凍するには

1

スーパーユーザー（root）としてログオンします。

2

インストール用のディレクトリを作成します。
# mkdir /parent_directory/install
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3

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。
Solaris ボリューム管理ソフトウェアによって、ディスクが /cdrom/cdrom0 として自
動的にマウントされます。次のコマンドを入力します。
# cd /cdrom/cdrom0

4

圧縮済みのパッケージファイルとパッチ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。
ソフトウェアをダウンロードする場合、ダウンロードしたファイルを解凍し、展開して、
一時ディレクトリに配置する必要があります。
# cp -r cluster_server/pkgs/* /parent_directory/install/pkgs
# cp -r cluster_Server/patches/* /parent_directory/install/patches

言語パッケージについては、圧縮済みのパッケージとパッチファイルを言語パッケー
ジディスクからコピーします。
# cp -r ja/cluster_server/pkgs/* /parent_directory/install/pkgs
# cp -r ja/cluster_server/patches/* /parent_directory/install/patches

5

システムに gunzip ユーティリティがない場合は、ディスクからコピーしてください。
# cp /cdrom/cdrom0/gnu/gunzip /parent_directory/install

6

一時ディレクトリに移動して、圧縮済みのパッケージファイルとパッチを解凍します。
#
#
#
#

7

cd /parent_directory/install/pkgs
gunzip VRTS*.gz
cd /parent_directory/install/patches
gunzip *.gz

各パッケージを圧縮解除して抽出します。
#
#
#
#
.
.

cd /parent_directory/install/pkgs
tar -xvf package_name.tar
tar -xvf package_name.tar
tar -xvf package_name.tar
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8

各パッチを圧縮解除して抽出します。
#
#
#
#
.
.

9

cd /parent_directory/install/patches
tar -xvf patch_name.tar
tar -xvf patch_name.tar
tar -xvf patch_name.tar

一時ディレクトリのファイルを一覧表示します。
# ls /parent_directory/install/pkgs
# ls /parent_directory/install/patches

10 手動インストール手順では、これらのディレクトリを使ってパッケージとパッチを提供
します。

インストール順の確立
パッケージは正しい順序でインストールする必要があります。たとえば、さまざまな製品依
存関係のため、他のパッケージの前にインストールする必要のあるパッケージがあります。
利用可能なパッケージのリストには、各パッケージの説明が含まれます。Veritas Cluster
Server のパッチとパッケージのインストール順を取得するには、ディスクのスクリプトでオ
プション -requiredpkgs または -installpkgs を使います。
requiredpkgs オプションを指定すると必須パッケージのみが表示され、installpkgs オ
プションを指定するとすべてのパッケージが表示されます。
Veritas Cluster Server のパッケージのインストール順を取得するには

1

Cluster Server インストールディレクトリに変更します。次のコマンドを使います。
# cd /cdrom/cdrom0/cluster_server

2

-requiredpkgs オプションまたは -installpkgs オプションを付けてスクリプトを実行
します。
# ./installvcs -requiredpkgs
or
# ./installvcs -installpkgs
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3

言語パッケージのパッケージ順は次のとおりです。
VRTSmulic VRTSjaico VRTSjapbx VRTSjaweb
VRTSjacs VRTSjacsu VRTSjacsj VRTSjacsm VRTSatJA VRTSjacmc

4

言語パッケージのパッチ順は次のとおりです。
■

Solaris 10 の場合:
123680-05 123977-03 123978-03 123982-01

■

Solaris 9 の場合:
123680-05 123976-03 123982-01

■

Solaris 8 の場合:
123680-05 123975-03 123982-01

終了ファイルへの言語パッケージ情報の追加
言語パッケージについて、言語パッケージ用とパッチ用の行を終了スクリプトに追加しま
す。終了ファイルが次のような場合は、
. . .
for PKG in VRTSperl VRTSvlic VRTSicsco . . .
do
.
.
.
done
for PATCH in 127333-01 137338-01 . . .
do
.
done
. . .

VCS パッチ情報の後に言語パッケージ用の次の行を追加します。「do」から「done」の間
のコマンド構文をコピーして、それを言語パッケージの行に同様に追加します。このガイ
ドでは、「for PKG」で始まる行は 2 行で示されていますが、ファイル内では 1 行にする必
要があります。
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. . .
for PKG in VRTSmulic VRTSjaico VRTSjapbx VRTSjaweb VRTSjacs
VRTSjacsu VRTSjacsj VRTSjacsm VRTSatJA VRTSjacmc
do
.
.
.
done
for PATCH in xxxxxx-xxyyyyyy-yy. . .
do
.
done
. . .
xxxxxx-xx と yyyyyy-yy はパッチ ID のプレースホルダです。

「for PATCH」行では、次のようにパッチ ID をオペレーティングシステム固有の順番に置
き換える必要があります。
■

Solaris 10 の場合:
for PATCH in 123680-05 123977-03 123978-03 123982-01

■

Solaris 9 の場合:
for PATCH 123680-05 123976-03 123982-01

■

Solaris 8 の場合:
for PATCH 123680-05 123975-03 123982-01

JumpStart 応答ファイルの作成
次の手順を使って JumpStart の応答ファイルを作成し、関連パラメータを終了ファイル
に追加します。
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JumpStart の応答ファイルを作成するには

1

VRTSjre15、VRTSjre、VRTScutil の各パッケージでは、空の応答ファイルが必要
です。
空の応答ファイルを作成するには、次の行をスクリプトに追加します。VRTSjre15、
VRTSjre、VRTScutil の各パッケージでは、その後、pkgadd コマンドを実行できま
す。
touch responsefile
# pkgadd -r responsefile package_name

2

VRTScssim の応答ファイルには次の設定が含まれている必要があります。
BASEDIR=/opt

3

提供されている VRTS 管理ファイルをコピーして、必要に応じて変更します。
# cp storage_foundation/scripts/VRTS* ¥
/parent_directory/install/pkgs

4

pkgadd コマンドに -a 管理ファイルオプションを指定します。この管理ファイルは現
在のディレクトリに作成され、次のエントリが含まれる必要があります。
mail=
instance=unique
partial=nocheck
runlevel=nocheck
idepend=nocheck
rdepend=nocheck
space=nocheck
setuid=nocheck
conflict=nocheck
action=nocheck
basedir=default

6
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。
■

データ整合性のための VCS クラスタの設定について

■

I/O フェンシングのコンポーネントについて

■

I/O フェンシングの設定について

■

I/O フェンシングの設定の準備

■

I/O フェンシングの設定

データ整合性のための VCS クラスタの設定について
ノードに障害が発生した場合、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以下に示します。
■

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発生し
た場合も同じ現象が起こり、これによって各ノードは自分の接続相手が切断されたと
判断します。このような状況では、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
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システムで処理が集中しているために応答していないように見える場合、他のノード
からシステム停止を宣言される可能性があります。この宣言は、「中断」および「再開」
機能をサポートするハードウェアを使用しているノードにも発生する場合があります。
中断機能を使用してノードを PROM レベルに落としてから処理を再開すると、他の
ノードからシステム停止を宣言される場合があります。そのシステムが後で復旧して書
き込み処理を再開しても、他のノードからはシステム停止を宣言される場合がありま
す。
I/O フェンシングは、クラスタ内で通信障害が発生し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除去します。
I/O フェンシングは、アクティブなクラスタのメンバーへの書き込みアクセスを許可します。
メンバー以外からのストレージへのアクセスはブロックするので、稼働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。

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。

調整ポイント

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。

VCS の I/O フェンシングには調整ポイントとデータディスクがあります。各コンポーネント
が独自の目的を持ち、異なる物理ディスクデバイスを使います。vxfen というフェンシング
ドライバは 、ディスクグループレベルで実際のフェンシング操作を実行することを必要に
応じて VxVM に指示します。

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、デバイスが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。
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調整ポイントについて
調整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、調整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調
整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。
調整ポイントとして機能するディスクは、コーディネータディスクと呼ばれます。コーディ
ネータディスクは、3 つの標準ディスクまたは LUN で、クラスタの設定時に I/O フェンシ
ングで使うために予約されています。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。これらのディスクにはデータを保存することはできず、ユー
ザーのデータ保存用のディスクグループにコーディネータディスクを含めることもできませ
ん。コーディネータディスクは SCSI-3 PR をサポートする 3 台のディスクで構成されます。
しかし、アレイベンダーが使う特殊なデバイスは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は、コーディネータディスクとしては
使えません。
コーディネータディスクには、最小の LUN を使うことをお勧めします。コーディネータディ
スクはデータを保存しないため、クラスタノードにはそれらの登録のみが必要で、予約す
る必要はありません。
コーディネータディスクで Veritas Volume Manager Dynamic Multipathing（DMP）機
能を使用するように設定することができます。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 RAW
です。
『Veritas Volume Manager 管理者ガイド』を参照してください。
I/O フェンシング用のコーディネータディスクとして iSCSI デバイスを使うことができます。
ただし、I/O フェンシングが iSCSI デバイスをサポートするのは DMP ディスクポリシーを
使用する場合だけです。コーディネータディスクとして iSCSI デバイスを使用する場合
は、/etc/vxfenmode ファイルのディスクポリシーが DMP に設定されていることを確認し
てください。
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

I/O フェンシングの設定について
図 6-1 は I/O フェンシングの設定に伴うタスクを示したものです。
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図 6-1

I/O フェンシング設定のワークフロー

I/O フェンシングを設定するための準備

VxVM ディスクとしてディスクを初期化

コーディネータディスクとして使うために
ディスクを識別

I/O フェンシング順守用の共有ディスクの確認

I/O フェンシングの設定

コーディネータディスクグループの設定

I/O フェンシングの設定

I/O フェンシングを使うための VCS 設定の修正

I/O フェンシング設定の確認

p.114 の 「I/O フェンシングの設定の準備」 を参照してください。
p.119 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してください。
I/O フェンシングは、ディスクグループでコーディネータディスクの設定を必要とします。
コーディネータディスクは、クラスタ内の各ノードにアクセス可能でなければなりません。こ
れらのディスクは vxfen ドライバを使って潜在的なスプリットブレイン状況を解決し、デー
タの破損を防ぐことができます。
次に示すコーディネータディスクの必要条件を確認してください。
■

コーディネータディスクの必要最小数は 3 つです。

■

各コーディネータディスクは物理的に個別のディスクまたは LUN を使う必要がありま
す。
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■

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）。

■

各ディスクは、VxVM ディスクとして初期化する必要があります。

■

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、（vxfencoorddg などの）ディスクグループに所属している
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。

I/O フェンシングの設定ファイル
/etc/vxfendg

このファイルを作成して、コーディネータディスクグループの情報
を含める必要があります。

/etc/vxfenmode

I/O フェンシングのモードを SCSI-3 に設定する必要があります。
DMP デバイスと基本となる RAW 文字型デバイスのいずれを使
うかを vxfen モジュールに設定することができます。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。SCSI-3
ディスクポリシーは raw と dmp のどちらかです。デフォルトのディ
スクポリシーは raw です。

/etc/vxfentab

vxfen 起動ファイルを実行して I/O フェンシングを開始すると、
各コーディネータディスクへのすべてのパスのリストを使用して各
ノードにこの /etc/vxfentab ファイルが作成されます。この起動
スクリプトは /etc/vxfendg および /etc/vxfenmode ファイルのコ
ンテンツを使用します。
このようにシステムが再ブートされると必ず、フェンシングドライバ
がコーディネータディスクへのすべてのパスの最新リストを使用し
て vxfentab ファイルを再初期化します。

メモ: /etc/vxfentab ファイルは生成ファイルなので、変更しない
でください。
あるノードの /etc/vxfentab ファイルの例を以下に示します。
■

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

■

DMP ディスク:
/dev/vx/rdmp/c1t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c2t1d0s2
/dev/vx/rdmp/c3t1d0s2
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場合によっては、既存のコーディネータディスクグループからディスクを削除したり、既存
のコーディネータディスクグループにディスクを追加したりする必要があります。
警告: 既存のコーディネータディスクグループからディスクを削除したら必ず、そのディス
クを他のディスクグループに追加する前に、そのディスクから登録キーと予約キーを削除
してください。

I/O フェンシングの設定の準備
VCS に I/O フェンシングを設定するには、事前に次の作業を行う必要があります。
■

正しいオペレーティングシステムをインストールします。

■

VCS をインストールしたら VRTSvxfen パッケージをインストールします。

■

SCSI-3 Persistent Reservation（SCSI-3 PR）をサポートしているバージョンの Veritas
Volume Manager（VxVM）をインストールします。
ご使用の Storage Foundation 製品に付属するインストールガイドを参照してくださ
い。

VCS ソフトウェアで使うために追加する共有ストレージは、SCSI-3 Persistent Reservation
をサポートしている必要があります。これで、I/O フェンシングを使えるようになります。
I/O フェンシングを設定するため、次の準備タスクを実行します。
VxVM ディスクとしてディスクを初期化する

p.114 の 「ディスクを VxVM ディスクとして初期
化」 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を識別 p.116 の 「コーディネータディスクとして使うディス
する
クの特定」 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を確認する

p.116 の 「I/O フェンシング用の共有ディスクの確
I/O フェンシングのための共有ディスクのチェッ 認」 を参照してください。
クには、次のタスクが含まれます。
ノードに同じディスクへのアクセス権限がある
ことを確認する
■ vxfentsthdw ユーティリティを使用してディ
スクをテストする
■

ディスクを VxVM ディスクとして初期化
ドライバと HBA カードをインストールします。詳しくは、製品のマニュアルを参照してくだ
さい。
ノードに共有ディスクを物理的に追加したら、次のタスクを行う必要があります。
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■

ディスクを VxVM ディスクとして初期化する

■

すべてのノードが同じディスクを参照することを確認する

ディスクの追加と設定の方法について、詳しくは『Veritas Volume Manager 管理者ガイ
ド』を参照してください。
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可能にします。各ノードで、次のコマンドを入力します。
# devfsadm

2

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。

3

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
==============================================================
libvxCLARiiON.so
libvxcscovrts.so
libvxemc.so

4

DGC
CSCOVRTS
EMC

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。次のコマンドを実行します。
# 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。

5

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

次の例では、CDS 形式を指定しています。
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# vxdisksetup -i c2t13d0

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

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。
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リストします。
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 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。

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（または LUN）が SCSI-3 Persistent Reservations をサ
ポートしているかどうかを確認するには、2 つのノードが同一のディスクに同時にアクセス
できることが必要です。共有ディスクはノードごとに異なる名前を付けることがあるため、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
べてのパスに返されることを確認します。
ディスクがコーディネータディスクとして動作しているかテストします。
vxfentsthdw ユーティリティには、多数のディスクのテスト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）などを確認します。また、-r オプションを使うとデータを破棄せずに
ディスクをテストすることができます。
『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』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調べるタスクは次のとおりです。
■

ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認する
p.117 の 「ノードに同じディスクへのアクセス権限があることを確認」 を参照してくださ
い。

■

共有ディスクの SCSI-3 のテスト
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p.117 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。

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

1

データ用の共有ストレージと VCS をインストールしたノードのうちの 2 つとの接続を
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。
/sbin/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。
EMC のディスクにノード A では /dev/rdsk/c1t1d0s2 のパスで、ノード B は
/dev/rdsk/c2t1d0s2 パスでアクセス可能だとします。
ノード A からは、次のように入力します。
# /sbin/vxfenadm -i /dev/rdsk/c1t1d0s2
Vendor id : EMC
Product id : SYMMETRIX
Revision : 5567
Serial Number : 42031000a

/dev/rdsk/c2t1d0s2 パスを使って、同等のコマンドをノード B で入力すると、同じ
シリアル番号情報が表示されます。
Hitachi Data Systems など別の製造元のディスクでは、次のように出力が異なる場
合があります。
# /sbin/vxfenadm -i /dev/rdsk/c3t1d2s2
Vendor id
Product id
Revision
Serial Number

:
:
:
:

HITACHI
OPEN-3
0117
0401EB6F0002

-SUN

vxfentsthdw ユーティリティを使ったディスクのテスト
この手順では、/dev/rdsk/c1t1d0s2 ディスクを使います。
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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。テストの失敗は、ディスクアレイの不適切な設定が原因となる場合があります。失敗は
不良ディスクが原因の場合もあります。
不良ディスクが原因の場合は、このディスクを削除して別のディスクと交換してください。
vxfentsthdw ユーティリティに次のようなメッセージが表示され、I/O フェンシングのため
にディスクを使えることを示します。
The disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 is ready to be configured for I/O Fencing on
node galaxy

コーディネータディスクを置き換える方法について詳しくは、『Veritas Cluster Server
ユーザーズガイド』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

システム対システムの通信が適切に機能していることを確認します
p.36 の 「システム間通信の設定」 を参照してください。
テストのプロセスが完了したら、通信の権限を削除し、パブリックネットワーク接続を
復元します。
p.123 の 「通信の権限の削除」 を参照してください。

2

一方のノード上でユーティリティを起動します。
次のいずれかの操作をします。
■ ssh

通信を使う場合は、次のようにします。

# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw
■ rsh

通信を使う場合は、次のようにします。

# /opt/VRTSvcs/vxfen/bin/vxfentsthdw -n

3

このスクリプトはテストによるディスク上のデータ上書きを警告します。概要と警告を
確認してから、プロセス続行を確定してノードの名前を入力します。
警告: -r オプションを使わないと、テストによってディスク上に存在するデータが上
書きされ、破壊されます。
******** WARNING!!!!!!!! ********
THIS UTILITY WILL DESTROY THE DATA ON THE DISK!!
Do you still want to continue : [y/n] (default: n) y
Enter the first node of the cluster: 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: /dev/rdsk/cxtxdxsx
/dev/rdsk/c2t13d0s2
Enter the disk name to be checked for SCSI-3 PGR on node
nebula in the format: /dev/rdsk/cxtxdxsx
Make sure it's the same disk as seen by nodes galaxy and nebula
/dev/rdsk/c2t13d0s2

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

ユーティリティがチェックを実行し、そのアクティビティが報告されたら、その出力を確
認します。

6

ディスクが各システムで I/O フェンシング用に設定可能である場合は、テストの成功
が次のように報告されます。
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy
ALL tests on the disk /dev/rdsk/c1t1d0s2 have PASSED
The disk is now ready to be configured for I/O Fencing on node
galaxy

7

チェックするディスクごとに vxfentsthdw ユーティリティを実行します。

I/O フェンシングの設定
I/O フェンシングを設定する前に、必ず準備タスクを完了してください。
I/O フェンシングの設定で含まれるタスク:
表 6-1

I/O フェンシングを設定するタスク

処理

説明

コーディネータディスクグループ
の設定

p.120 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

p.120 の 「I/O フェンシングの設定」 を参照してください。

I/O フェンシングを使うための VCS p.121 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。
I/O フェンシング設定の確認

p.123 の 「I/O フェンシング設定の確認」 を参照してください。
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コーディネータディスクグループの設定
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。VxVM 5.0 以降を使用
する場合は、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を設定する必要もあ
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
割り当てさ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 c1t1d0s2、c2t1d0s2、c3t1d0s2 としま
す。
vxfencoorddg ディスクグループを作成するには

1

任意のノードで、デバイス名を指定してディスクグループを作成します。
# vxdg init vxfencoorddg c1t1d0s2 c2t1d0s2 c3t1d0s2

2

VxVM 5.0 以降を使用する場合は、コーディネータディスクグループのコーディネー
タ属性を「on」に設定します。
# vxdg -g vxfencoorddg set coordinator=on

I/O フェンシングの設定
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

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

2

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
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3

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

4

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。

5

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。
■

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

6

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

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ために VCS 設定を修正するには

1

現在の設定を保存します。
# haconf -dump -makero

2

すべてのノード上で VCS を停止します。
# hastop -all
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3

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

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。
クラスタ属性のリストを変更するには、UseFence 属性を追加し、その値に SCSI3 を
割り当てます。
cluster clus1
UserNames = { admin = "cDRpdxPmHpzS." }
Administrators = { admin }
HacliUserLevel = COMMANDROOT
CounterInterval = 5
UseFence = SCSI3
)

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。
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# /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。
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
Fencing
Fencing
Cluster

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

* 0 (galaxy)
1 (nebula)
RFSM State Information:
node 0 in state 8 (running)
node 1 in state 8 (running)

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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7
VCS インストールの確認
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

■

VCS の設定ファイル main.cf 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。
これらの LLT と GAB の設定ファイルが含んでいる情報は次のとおりです。
■

/etc/llthosts ファイル
ファイルの llthosts はシステムごとの 1 つのエントリを含んでいるデータベースで
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です。
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。
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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。インストーラを使った場合、それぞれのシステムに適した
プライベートネットワークリンクの一覧が設定されています。たとえば、ファイル
/etc/llttab には次のようなエントリが含まれます。
■

Solaris SPARC の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link qfe0 qfe:0 - ether - link qfe1 qfe:1 - ether - -

■

Solaris x64 の場合:
set-node galaxy
set-cluster 2
link e1000g0 e1000g:0 - ether - link e1000g1 e1000g:1 - ether - -

先頭の行はシステムを識別するためのものです。2 行目は、クラスタを識別するため
のものです（インストーラを使った場合、クラスタ ID として設定した値）。次の 2 つの行
は link コマンドから始まります。これらの行は LLT のプロトコルが使う 2 つのネット
ワークカードを識別します。
LLT の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/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。N は、デフォルトではクラスタ内のノード数
です。
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。ギ
ガビットイーサネットコントローラは、-c -x の使用をサポートしていません。
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VCS の設定ファイル main.cf について
VCS 設定ファイル /etc/VRTSvcs/conf/config/main.cf は、インストールプロセス中に
作成されます。
p.128 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.129 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。
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。さらに、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。ファイル types.cf も、インストール完了後はディレクトリ
/etc/VRTSvcs/conf/config に置かれています。
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、追加した
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。

■

installvcs プログラムは ClusterService サービスグループを作成します。
ClusterService サービスグループには、IP、NIC、VRTSWebApp リソースが含まれ
ます。
このサービスグループには次の特性もあります。
■

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、詳しくは『Veritas Cluster Server ユー
ザーズガイド』を参照してください。

Solaris 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 ユーザーズガイド』を参照してください。
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VCS クラスタの main.cf ファイルの例
次に、クラスタ管理コンソールによってローカルで管理される、3 ノードセキュアクラスタ用
main.cf の例を示します。
include "types.cf"
cluster vcs02 (
SecureClus = 1
)
system sysA (
)
system sysB (
)
system sysC (
)
group ClusterService (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1, sysC = 2 }
AutoStartList = { sysA, sysB, sysC }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
NIC csgnic (
Device = hme0
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { vcslab4079 = SevereError }
SmtpServer = "smtp.veritas.com"
SmtpRecipients = { "johndoe@veritas.com" = SevereError }
)
ntfr requires csgnic
// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
NotifierMngr ntfr
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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
//
}

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。
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
)
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system sysA (
)
system sysB (
)
system sysC (
)
group ClusterService (
SystemList = { sysA = 0, sysB = 1, sysC = 2 }
AutoStartList = { sysA, sysB, sysC }
OnlineRetryLimit = 3
OnlineRetryInterval = 120
)
Application wac (
StartProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstart"
StopProgram = "/opt/VRTSvcs/bin/wacstop"
MonitorProcesses = { "/opt/VRTSvcs/bin/wac" }
RestartLimit = 3
)
IP gcoip (
Device = hme0
Address = "10.182.13.50"
NetMask = "255.255.240.0"
)
NIC csgnic (
Device = hme0
)
NotifierMngr ntfr (
SnmpConsoles = { vcslab4079 = SevereError }
SmtpServer = "smtp.veritas.com"
SmtpRecipients = { "johndoe@veritas.com" = SevereError }
)
gcoip requires csgnic
ntfr requires csgnic
wac requires gcoip
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// resource dependency tree
//
//
group ClusterService
//
{
//
NotifierMngr ntfr
//
{
//
NIC csgnic
//
}
//

Application wac

//

{

//

IP gcoip

//

{

//

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
//
}
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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

2

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

■

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.125 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.127 の 「VCS の設定ファイル main.cf 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、クラスタの動作を確認します。
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.44 の 「PATH 変数の設定」 を参照してください。

3

プライベートネットワーク用に Sun SCI アダプタを使う場合は、S70llt と S92gab ス
クリプトを /etc/rc2.d ディレクトリから /etc/rc3.d ディレクトリに移動します。これらの
スクリプトは、S19sci と S23scid スクリプトの後に実行されます。

4

LLT の動作を確認します。
p.133 の 「LLT の検証方法」 を参照してください。

5

GAB の動作を確認します。
p.135 の 「GAB の検証方法」 を参照してください。
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6

クラスタの動作を確認します。
p.137 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。
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 の状態を表示するために 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。

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 の状態を表示するために 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
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galaxy の出力は次のようになります。
■

Solaris SPARC の場合:
Node
*0 galaxy

1 nebula

2

State
OPEN

Link

Status

Address

qfe:0 UP
qfe:1 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:34

qfe:0 UP
qfe:1 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

OPEN

CONNWAIT
qfe:0 DOWN
qfe:1 DOWN

3

CONNWAIT
qfe:0 DOWN
qfe:1 DOWN

.
.
.
31

CONNWAIT
qfe:0 DOWN
/dev/qfe:1 DOWN

■

Solaris x64 の場合:
Node
*0 galaxy

1 nebula

2

State
OPEN

Link

Status

e1000g:0 UP
e1000g:1 UP

08:00:20:93:0E:34
08:00:20:93:0E:34

e1000g:0 UP
e1000g:1 DOWN

08:00:20:8F:D1:F2

OPEN

CONNWAIT
e1000g:0 DOWN
e1000g:1 DOWN

3

CONNWAIT
e1000g:0 DOWN
e1000g:1 DOWN

.
.
.

Address
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31

CONNWAIT
e1000g:0 DOWN
e1000g:1 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。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 の状態をこのコマンドは報告し
ます。
正しく設定された各ノードでは、情報は次の状態を示さなければなりません。
■

OPEN 状態

■

各リンクの UP 状態

■

各リンクのアドレス

ただし、例の出力ではノード nebula の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 のために開いているポートに関する情報を取得するには、いずれかのノードで
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。
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ポート a

ポート h

■

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

■

VCS は開始されます

■

gen fd570002 はランダムに生成された番号です

■

ノード 0 と 1 が両方とも実行中の VCS であることをメンバーシップ 01 は示します

GAB について詳しくは、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』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

コマンドの出力を見直します。
■

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 h gen fd570002 membership 01

■

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 ユーザーズガイド』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

コマンド出力を見直し、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、VCS は正常にインストールされ、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。
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VCS のシステム属性については、『Veritas Cluster Server ユーザーズガイド』を参照し
てください。
クラスタノードを確認するには
◆

いずれかのノードで hasys -display コマンドを入力します。
hasys -display

次の例は、コマンドをノード 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。
メモ: 次は SPARC の出力例です。x64 クラスタのコマンド出力は異なります。
#システム
（#System）

属性（Attribute）

値（Value）

galaxy

AgentsStopped

0

galaxy

AvailableCapacity

100

galaxy

CPUBinding

BindTo None CPUNumber 0

galaxy

CPUUsage

0

galaxy

CPUUsageMonitoring

Enabled 0 ActionThreshold 0
ActionTimeLimit 0 Action NONE
NotifyThreshold 0 NotifyTimeLimit 0

galaxy

Capacity

100

galaxy

ConfigBlockCount

130

galaxy

ConfigCheckSum

46688

galaxy

ConfigDiskState

CURRENT

galaxy

ConfigFile

/etc/VRTSvcs/conf/config

galaxy

ConfigInfoCnt

0

galaxy

ConfigModDate

Fri May 26 17:22:48 2006

galaxy

ConnectorState

Down

galaxy

CurrentLimits

galaxy

DiskHbStatus
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#システム
（#System）

属性（Attribute）

値（Value）

galaxy

DynamicLoad

0

galaxy

EngineRestarted

0

galaxy

EngineVersion

5.0.30.0

galaxy

Frozen

0

galaxy

GUIIPAddr

galaxy

LLTNodeId

0

galaxy

LicenseType

DEMO

galaxy

Limits

galaxy

LinkHbStatus

qfe:0 UP qfe:1 UP

galaxy

LoadTimeCounter

0

galaxy

LoadTimeThreshold

600

galaxy

LoadWarningLevel

80

galaxy

NoAutoDisable

0

galaxy

NodeId

0

galaxy

OnGrpCnt

1

galaxy

ShutdownTimeout

120

galaxy

SourceFile

./main.cf

galaxy

SysInfo

Solaris:galaxy,Generic_?E18558-11,5.9,sun4u

galaxy

SysName

galaxy

galaxy

SysState

RUNNING

galaxy

SystemLocation

galaxy

SystemOwner

galaxy

TFrozen

0

galaxy

TRSE

0

galaxy

UpDownState

Up
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#システム
（#System）

属性（Attribute）

値（Value）

galaxy

UserInt

0

galaxy

UserStr

galaxy

VCSFeatures

DR

galaxy

VCSMode

VCS

8
VCS のアップグレード
この章では以下の項目について説明しています。
■

VCS 5.0 MP3 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

■

最短休止時間でのアップグレード

■

VCS の付属エージェントの変更について

■

VCS 5.0 MP3 へのアップグレード

VCS 5.0 MP3 のアップグレードについて
使用している VCS のバージョンによって installvcs または installmp のいずれかのプロ
グラムを使って、VCS 5.0 MP3 にアップグレードします。通常のアップグレードや最短の
休止時間でのアップグレードを実行するオプションもあります。この章では、この 2 つの種
類のアップグレードについて説明します。
p.141 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。
また、ゾーンルートが共有ストレージに配置されている場合の特殊なアップグレードシナ
リオについても説明します。
p.162 の 「特別なアップグレードシナリオ」 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
次の情報を確認して、VCS のアップグレードで使う必要のあるプログラムを決定してくだ
さい。
表 8-1 は、Solaris SPARC のサポート対象のアップグレードパスのリストです。
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表 8-1

Solaris SPARC のサポート対象のアップグレードパス

アップグレード前

アップグレード後

使用するアップグレードプログラム

VCS 4.0 MP2

VCS 5.0 MP3

installvcs program

VCS 4.1 MP2
次の言語サポート:
■

VCS 4.0 MP2

■

VCS 4.1 MP2

VCS 5.0

言語サポート付きの installvcs program、install_lp、installmlp
VCS 5.0 MP3

VCS 5.0 MP3

installmp

VCS 5.0 MP1
次の言語サポート:
■

VCS 5.0

■

VCS 5.0 MP1

言語サポート付きの installmp と installmlp
VCS 5.0 MP3

表 8-2 は、Solaris x64 Platform Edition のサポート対象のアップグレードパスのリスト
です。
表 8-2

Solaris x64 Platform Edition のサポート対象のアップグレードパス

アップグレード前

アップグレード後

使用するアップグレードプログラム

VCS 4.1 Phase 2

VCS 5.0 MP3

installvcs program

VCS 5.0

VCS 5.0 MP3

installmp

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 5.0 MP3 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、VCS 5.0 MP3 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。
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最短休止時間でのアップグレード
最短の休止時間によるアップグレードを選択して VCS をアップグレードします。この手順
を実施すると、アップグレードするクラスタの休止時間が最短となります。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サービ 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
スグループをフェールオーバーで り替えに要する時間に相当します。
きる
アップグレード時に動作中のノー 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
ドにフェールオーバーできない
ノードの再起動に要する時間に相当します。
サービスグループがある

最短の休止時間によるアップグレードに必要な前提条件
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。

最短の休止時間によるアップグレードの実行計画
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。

■

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

最短の休止時間によるアップグレードにおける制限
次の制限事項では、主として最短休止時間での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、設定オプションの選択を行わないようにしてくだ
さい。

■

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 だけを選択してください。

■

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。
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■

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。

最短休止時間での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。各サービスグループは、特定の
ノード上で次のように実行されています。
■

node01 上では sg2

■

node02 上では sg1

■

node03 上では sg4

■

node04 上では sg3

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。
■

sg1 は node01 と node02 の間でフェールオーバー可能

■

sg2 は node01 と node03 の間でフェールオーバー可能

■

sg3 は node01 と node04 の間でフェールオーバー可能

■

sg4 は node03 と node04 の間でフェールオーバー可能

図 8-1 は、4 つのノード、4 つのサービスグループ、それぞれのフェールオーバーパスを
示しています。
各ノードについて、それぞれ 4 つのサービスグループとフェールオー
バーパス

図 8-1

sg4
node01

node02

node03

node04

sg1
sg2
sg3

最短の休止時間の例についての概要
この例においては、サービスグループが少なくとも 1 つ（今回は sg3）用意されており、
アップグレード中は両方のノードをオンラインの状態に維持できないものとします。この場
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合、sg3 は優先順位の低いサービスグループでなければなりません。クラスタを分割する
ときに、node02 と node03 をまとめて最初のアップグレード対象として設定するとともに、
node01 と node04 を 2 番目のアップグレード対象に設定します。
sg1 を node01 上での実行に切り替えます。sg4 を node04 上での実行に切り替えます。
次に、node02 と node03 においてアップグレードを実行します。node02 と node03 の
アップグレードが完了したら、node01 と node04 をアップグレードします。
node01 と node04 の HAD を停止するとクラスタも停止しますが、この時点では node02
も node03 も起動していません。
node01 と node04 において、サービスグループを手動でオフラインに切り替える必要が
あります。node02 と node03 を起動すると、サービスグループがオンラインになります。
アップグレードが完了したら、node01 と node04 を再起動します。再ブート後は node01
と node04 がクラスタに復帰するので、サービスグループの切り替えにより、システムの負
荷を分散させることができます。

VCS の付属エージェントの変更について
VCS 5.0 に MP3 にアップグレードしたら、VCS の付属エージェントの変更を見直します。

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となりました。
■

CampusCluster

■

CFSQlogckd

■

ClusterMonitorConfig

■

Disk

■

DiskReservation

■

NFSLock - NFSRestart エージェントを使って、NFS レコードロックに高可用性を提
供します。

■

サービスグループハートビート（ServiceGroupHB） - VCS はこのリリースのサービス
グループハートビートをサポートしていません。シマンテック社は I/O フェンシングの
使用を推奨します。

非推奨リソースタイプの削除
VCS 5.0 MP3 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。
VCS 5.0 MP3 で使われないリソースタイプのリストは次のとおりです。
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■

CampusCluster

■

ClusterMonitorConfig

■

Disk

■

DiskReservation

■

NFSLock

■

ServiceGroupHB

メモ: ClusterConnectorConfig リソースタイプは、ClusterMonitorConfig リソースタイプ
に取って代わりました。
バージョン 5.0 MP3 の VCS のエージェントへの変更を見直します。
p.145 の 「VCS の付属エージェントの変更について」 を参照してください。
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 5.0 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、まず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。
次の手順を実行して、非推奨リソースタイプを削除します。
非推奨リソースタイプを削除するには

1

VCS 設定を保存し、VCS エンジンを停止します。
# haconf -dump -makero
# hastop -all -force

2

設定ファイル main.cf のバックアップをクラスタノード上に作成します。

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。

■

main.cf を保存します。
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■

main.cf ファイルをフォーマットし直します。
# hacf -cftocmd config
# hacf -cmdtocf config

4

設定を確認します。
# cd /etc/VRTSvcs/conf/config
# hacf -verify config

5

ローカルノードで VCS を起動します。

6

他のノードで VCS を起動します。

新しいエージェント
次の新しいエージェントは 5.0 MP3 リリースに追加されています。
■

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。

■

LDom - Solaris SPARC 上の論理ドメインの監視と管理を行います。

■

Zpool - ZFS ストレージプールを監視します。

■

SambaServer - smbd プロセスを監視します。

■

SambaShare - Samba Share を高可用にしたり、監視したりします。

■

NetBios - nmbd プロセスを高可用にしたり、監視したりします。

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。
■

Apache（すべてのプラットフォームに付属されている） - Apache Web サーバーに高
可用性を提供します。

■

NFSRestart - NFS レコードロックに高可用性を提供します。

■

ProcessOnOnly - ユーザー指定プロセスの開始と監視を行います。

■

RemoteGroup - ほかのシステムのサービスグループの監視と管理を行います。

■

SANVolume - Storage Foundation ボリュームサーバーを使用して管理される SAN
環境のボリュームを監視します。このエージェントはサポートされていません。

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。

VCS 5.0 MP3 エージェントの新しい属性と修正された属性
表 8-3 は、VCS 5.0 から VCS 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。
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表 8-3
エージェント

VCS 5.0 からアップグレードした場合の VCS 5.0 MP3 エージェントの
新しい属性と修正された属性
新しい属性と修正された属性

デフォルト値

SupportedActions

"checkconffile.vfd"

ContainerType

Zone

Apache
新しい属性

PidFile
ContainerName
IntentionalOffline

0

SupportedActions

"dig.vfd"、"keyfile.vfd"、"master.vfd"

DNS
新しい属性

ResRecord
CreatePTR

0

OffDelRR

0

SupportedActions

"license.vfd"、"disk.vfd"、"udid.vfd"、
"verifyplex.vfd"、"checkudid"、
"campusplex"、"numdisks"、
"joindg"、"splitdg"、
"getvxvminfo"、"volinuse"

UmountVolumes

0

VxFSMountLock

1

DiskGroup
新しい属性

Mount
新しい属性

修正された属性
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エージェント

新しい属性と修正された属性

デフォルト値

SupportedActions

"mountpoint.vfd"、"mounted.vfd"、
"vxfslic.vfd"、 "chgmntlock"、
"mountentry.vfd"

SupportedActions

"lockdir.vfd"、"nfsconf.vfd"

SupportedActions

"direxists.vfd"

NFSRestart
新しい属性

Share
新しい属性

表 8-4 は、VCS 5.0 から VCS 4.1 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 8-4
エージェント

VCS 4.1 からアップグレードした場合の VCS 5.0 MP3 エージェントの
新しい属性と修正された属性
新しい属性と修正された属性

デフォルト値

SupportedActions

program.vfd、user.vfd、
cksum.vfd、getcksum

SupportedActions

"license.vfd"、"disk.vfd"、"udid.vfd"、
"verifyplex.vfd"、"checkudid"、
"campusplex"、"numdisks"、
"joindg"、"splitdg"、
"getvxvminfo"、"volinuse"

PanicSystemOnDGLoss

1

DiskGroupType

Private

UmountVolumes

0

Application
新しい属性

DiskGroup
新しい属性

修正された属性
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エージェント

新しい属性と修正された属性

デフォルト値

tempUseFence

Invalid

SupportedActions

"dig.vfd"、"keyfile.vfd"、"master.vfd"

DNS
新しい属性

ResRecord
CreatePTR

0

OffDelRR

0

SupportedActions

"device.vfd"、"route.vfd"

IP
新しい属性

ContainerName
修正された属性
IfconfigTwice
IPMultiNIC
新しい属性
ContainerName
修正された属性
IfconfigTwice
IPMultiNICB
新しい属性
ToleranceLimit

1

MonitorInterval

30

ContainerName
修正された属性
DeviceChoice
Mount

0
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エージェント

新しい属性と修正された属性

デフォルト値

SupportedActions

"mountpoint.vfd"、"mounted.vfd"、
"vxfslic.vfd"、"chgmntlock"、
"mountentry.vfd"

VxFSMountLock

1

新しい属性

ContainerName
修正された属性
SnapUmount
MultiNICA
修正された属性
IfconfigTwice
MultiNICB
新しい属性
GroupName
修正された属性
NoBroadcast
Failback
NFS
新しい属性
LockFileTimeout

180

SupportedActions

"device.vfd"

SupportedActions

"program.vfd"、getcksum

NIC
新しい属性

Process
新しい属性
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エージェント

新しい属性と修正された属性

デフォルト値

SupportedActions

"direxists.vfd"

Share
新しい属性

VCS 5.0 MP3 へのアップグレード
次の VCS はバージョン 5.0 MP3 にアップグレードする必要があります。
アップグレードパスによって、installvcs と installmp のどちらかのプログラ
ムを使用し、VCS をアップグレードします。

VCS

■

p.152 の 「VCS 4.x からのアップグレード」 を参照してください。

■

p.155 の 「VCS 5.x 以上からのアップグレード」 を参照してください。

VCS 5.0 以上からアップグレードすると、最小限のクラスタの休止時間で VCS
をアップグレードできます。
p.156 の 「最短の休止時間で VCS 5.0 MP3 にアップグレードするには」 を
参照してください。
VCS エージェント
VCS Cluster
Manager

p.161 の 「Cluster Manager（Java コンソール）のアップグレード」 を参照して
ください。

VCS シミュレータ

p.162 の 「VCS Simulator のアップグレード」 を参照してください。

VCS 4.x からのアップグレード
5.0 よりも前のバージョンの VCS クラスタがある場合は、installvcs プログラムを実行して
VCS 5.0 MP3 にアップグレードします。
p.141 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。
アップグレード前のタスクを実行するには

1

必須のパッチを見直します。
p.21 の 「必須のパッチ」 を参照してください。

2

インストール用の任意のシステムに、スーパーユーザーとしてログオンします。

3

シマンテック社は、VCS をアップグレードする前に、types.cf と main.cf 設定ファイ
ルをバックアップすることをお勧めします。
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4

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。
■

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。

5

ゾーン環境がある場合は、それをアップグレードする準備をします。
p.46 の 「ゾーン環境の準備」 を参照してください。

6

非推奨リソースタイプを削除します。
p.145 の 「非推奨エージェント」 を参照してください。

7

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、installvcs 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

これらのプロセスのいずれかが動作していない場合は、『Veritas Cluster Server
ユーザーズガイド』を参照して、プロセスの起動方法を確認してください。
installvcs を使って VCS 5.0 MP3 にアップグレードするには

1

クラスタノードのいずれかのノードのディスクドライブに、VCS 5.0 MP3 ソフトウェアが
収録されたディスクを挿入します。

2

適切なマウントポイントにディスクをマウントします。

3

installvcs のあるディレクトリに移動します。
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4

設定の変更が保存されたことを確認します。
# haconf -dump -makero

5

次のコマンドを入力して、VCS アップグレードを開始します。
# ./installvcs [-rsh]

6

最初のシステムチェックと必要条件チェックが完了したら、Return キーを押してパッ
ケージのアップグレードを開始します。

7

インストールが完了したら、サマリーファイル、ログファイル、応答ファイルの場所を書
き留めます。

8

「いくつかのプロセスの起動に失敗した」ことを示すメッセージや「GAB または LLT
を正常に停止またはアンロードできない」ことを示すメッセージが表示されても、無視
してください。
次のコマンドを実行して、システムを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0

アップグレード後のタスクを実行するには
◆

VCS をアップグレードする前に AllowNativeCliUsers 属性を使った場合は、ここで
halogin ユーティリティを使う必要があります。

言語パッケージの 4.x からのアップグレード
ここで、install_lp と installmlp を実行して言語パッケージをアップグレードできます。
言語サポートのパッケージとパッチをアップグレードするには

1

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。

2

/cdrom/cdrom0 ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

3

言語パッケージをインストールします。
# ./install_lp

4

言語パッチをインストールします。
# ./installmlp
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VCS 5.x 以上からのアップグレード
現在 VCS 5.0 以上のバージョンの VCS クラスタを実行している場合は、installmp プロ
グラムを実行して VCS 5.0 MP3 にアップグレードする必要があります。
p.141 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。
アップグレード前のタスクを実行するには

1

必須のパッチを見直します。
p.21 の 「必須のパッチ」 を参照してください。

2

インストール用の任意のシステムに、スーパーユーザーとしてログオンします。

3

シマンテック社は、VCS をアップグレードする前に、types.cf と main.cf 設定ファイ
ルをバックアップすることをお勧めします。

4

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。
■

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。

5

アップグレードする各ノードで、had -v コマンドを実行します。コマンドを実行して、
アップグレードを予定している各ノードがバージョン 5.0 以上であることを確認しま
す。
# had -v

出力を見直して、5.0 以上であることを確認します。

6

ゾーン環境がある場合は、それをアップグレードする準備をします。
p.46 の 「ゾーン環境の準備」 を参照してください。
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installmp を使って VCS 5.0 MP3 にアップグレードするには

1

クラスタノードのいずれかのノードのディスクドライブに、VCS 5.0 MP3 ソフトウェアが
収録されたディスクを挿入します。

2

適切なマウントポイントにディスクをマウントします。

3

installmp のあるディレクトリに移動します。

4

設定の変更が保存されたことを確認します。
# haconf -dump -makero

5

次のコマンドを入力して、VCS アップグレードを開始します。
# ./installmp [-rsh]

6

プロンプトが表示されたら、アップグレードするノードの名前を入力します。

7

最初のシステムチェックと必要条件チェックが完了したら、Return キーを押してパッ
ケージのアップグレードを開始します。

8

インストールが完了したら、サマリーファイル、ログファイル、応答ファイルの場所を書
き留めます。

9

次のコマンドを実行して、ノードを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0

言語パッケージの 5.x からのアップグレード
ここで、installmlp を実行して言語パッケージをアップグレードできます。
言語サポートのパッケージとパッチをアップグレードするには

1

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。

2

/cdrom/cdrom0 ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

3

言語パッチをインストールします。
# ./installmlp

最短の休止時間で VCS 5.0 MP3 にアップグレードするには
次のフェーズで最短の休止時間によるアップグレードを実行します。
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■

1 つ以上のクラスタノードの 1 番目のグループを、現在アップグレードするターゲット
ノードとして選択します。1 つ以上のノードのグループを、後でアップグレードするた
めにオンライン状態のまま維持します。
次の処理を実行して、ターゲットノードをアップグレードします。
■

サービスグループを、現在アップグレードする予定のノードから、後でアップグレー
ドする予定のノードに切り替えます。

■

メンテナンスパッチをインストールします。

■

ターゲットノードを再起動します。

■

2 番目のグループにある残りのノードをアップグレードします。

■

最後にアップグレードしたノードでサービスグループをオンラインにします。

アップグレード前のタスクの実行
次の手順を実行してアップグレードの準備を行います。
アップグレード前のタスクを実行するには

1

1 番目にアップグレードするノードとしてクラスタ内のノードまたはノードグループを
選択します。

2

アップグレードのターゲットノードの 1 つに、スーパーユーザーとしてログオンします。

3

すべての製品コマンドを実行する /opt/VRTS/bin が環境変数 PATH に設定され
ていることを確認します。

4

llttab、llthosts、gabtab、types.cf、main.cf の各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
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5

サービスグループがオンラインとなる場所を設定します。クラスタ内のいずれかのノー
ドのプロンプトで、次のコマンドを入力します。
# hagrp -state
#Group Attribute
sg1 State node01
sg1 State node02
sg2 State node01
sg2 State node02

System Value
|ONLINE|
|OFFLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|

ここでは、node01 をアップグレードします。

6

サービスグループを、VCS を後でアップグレードする残りのノードに切り替えます。
# hagrp -switch service_group -to nodename

次に例を示します。
# hagrp -switch sg1 -to node02

7

アップグレードのターゲットノードで、サービスグループがオフラインになっているこ
とを確認します。
# hagrp -state
#Group Attribute
sg1 State node01
sg1 State node02
sg2 State node01

System Value
|OFFLINE|
|ONLINE|
|OFFLINE|

sg2 State node02 |ONLINE|

最短の休止時間によるアップグレードの実行
ここで、選択したノードにおけるアップグレードを実行します。
最短の休止時間によるアップグレードを実行するには

1

いずれかのノードのディスクドライブに VCS 5.0 MP3 ソフトウェア CD を挿入します。

2

適切なマウントポイントにディスクをマウントします。

3

installvcs または installmp のあるディレクトリに移動します。

4

VCS 5.0 MP3 にアップグレードします。
どのバージョンからアップグレードするかに応じて、installvcs プログラムと installmp
プログラムのどちらかを使用します。アップグレードのターゲットノードを指定する必
要があります。指定しない場合、クラスタ内のすべてのノードがアップグレードされま
す。
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■

VCS 4.x から VCS 5.0 MP3 へのアップグレードを実行する場合は、installvcs
プログラムを使います。
# ./installvcs [-rsh] node01 node02 ...

node01 と node02 は、アップグレードするノードの名前です。
■

VCS 5.x から VCS 5.0 MP3 へのアップグレードを実行する場合は、installmp
プログラムを使います。
# ./installmp [-rsh] node01 node02 ...

node01 と node02 は、アップグレードするノードの名前です。

5

最初のシステムチェックと必要条件チェックが完了したら、Return キーを押してアッ
プグレードを開始します。

6

インストールが完了したら、サマリーファイル、ログファイル、応答ファイルの場所を書
き留めます。
「いくつかのプロセスの起動に失敗した」ことを示すメッセージや「GAB または LLT
を正常に停止またはアンロードできない」ことを示すメッセージが表示されても、無視
してください。

7

アップグレードしたノード上にある /etc/llttab ファイル内のクラスタ ID を変更します。
「set-cluster」を含む行を見つけ、このキーワードに後続するクラスタ ID を変更しま
す。新しいクラスタの ID が LAN 内で重複しないことを確かめます。

8

アップグレードしたノードの 1 つで、すべてのサービスグループを凍結するように
main.cf ファイルを編集します。すべてのサービスグループ定義に「Frozen= 1」行
を追加します。更新した main.cf を、アップグレードしたすべてのノードにコピーしま
す。
たとえば、元のグループ定義が次の場合:
Group oracle_sg (
SystemList = { node01 = 0, node02 = 1 }
AutoStartList = { node01, node02 }

「Frozen= 1」を追加すると、新しいグループ定義は次のようになります。
Group oracle_sg (
SystemList = { node01 = 0, node02 = 1 }
AutoStartList = { node01, node02 }
Frozen = 1

9

ターゲットノードを再起動します。
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10

gabconfig -cx コマンドを使用してクラスタを手動でシーディングします。アップグ

レードしたノードの 1 つで、次のコマンドを実行します。
# gabconfig -cx
gabconfig -a コマンドを実行して、ポート a とポート h がシーディングされている

かどうかを確認します。出力は次のようになります。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
================================
Port a gen

1ebf01 membership 0

Port h gen

1ebf03 membership 0

11 ターゲットノードが起動されている間に、クラスタ内の残りのノードまたはノードセット
をアップグレードします。
残りのノードで、手順 1 から手順 7 を繰り返します。

サービスグループのアンフリーズとオンライン化
最後のノードまたはノードセットをアップグレードする間に、前にアップグレードしたノード
で次の処理を実行します。
サービスグループをアンフリーズしてオンラインにするには

1

前にアップグレードしたノードの 1 つで、設定を書き込み可能な状態にします。
# haconf -makerw

2

サービスグループをアンフリーズします。アップグレードしたノードで、次のコマンド
を実行します。
# hagrp -unfreeze service_group -persistent

3

アップグレードしたノードですべてのサービスグループをオンラインにします。アップ
グレードしたノードで、サービスグループごとに次のコマンドを実行します。
# hagrp -online service_group -sys nodename
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4

設定を保存します。
# haconf -dump -makero

5

最後のノードのアップグレードが完了したら、最後のノードを再起動します。
次のコマンドを実行して、ノードを再起動します。
# /usr/sbin/shutdown -y -i6 -g0

最短の休止時間によるアップグレード後の言語パッケージのアッ
プグレード
ここで、install_lp と installmlp を実行して言語パッケージをアップグレードできます。
言語サポートのパッケージとパッチをアップグレードするには

1

言語ディスクをディスクドライブに挿入します。

2

/cdrom/cdrom0 ディレクトリに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0

3

言語パッケージをインストールします。
# ./install_lp

4

言語パッチをインストールします。
# ./installmlp

Cluster Manager（Java コンソール）のアップグレード
このリリースには、Cluster Manager（Java コンソール）の更新が含まれています。
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 を実行中の場合は停止します。

2

［アプリケーションの追加と削除］を使って、システムから Cluster Manager を削除
します。

3

Windows システムのドライブにソフトウェアディスクを挿入します。

4

インストーラを起動します。
■

英語版の場合は、次のパスを使います。
¥windows¥VCSWindowsInstallers¥ClusterManager¥EN¥setup.exe
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■

5

英語以外のサポート言語版の場合は、言語ディスクの次のパスからインストーラ
を起動します。
¥ja¥wndows¥VCSWindowsInstallers¥ClusterManager¥JA¥setup.exe

ウィザードの指示に従って、インストールを完了します。

VCS Simulator のアップグレード
このリリースには VCS Simulator の更新が含まれています。
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

［アプリケーションの追加と削除］を使って、システムから VCS Simulator を削除しま
す。

4

Windows システムのドライブにソフトウェアディスクを挿入します。

5

インストーラを起動します。

6

■

英語版の場合は、次のパスを使います。
¥windows¥VCSWindowsInstallers¥Simulator ¥EN¥vrtsvcssim.msi

■

英語以外のサポート言語版の場合は、言語ディスクの次のパスからインストーラ
を起動します。
¥ja¥wndows¥VCSWindowsInstallersSimulator¥JA¥setup.exe

ウィザードの指示に従って、インストールを完了します。

特別なアップグレードシナリオ
installvcs または installmp を使ってアップグレードする場合、インストーラプログラムが
ゾーンの状態を処理するため円滑なアップグレードが実現されます。シマンテック社はこ
れらのプログラムを使ってアップグレードすることをお勧めします。
Veritas File System（VxFS）の共有ディスク上にゾーンルートが配置されているノードを
手動でアップグレードするには、適切なゾーン状態が必須です。ノードのゾーン状態が
不適切な場合、patchadd は失敗します。この失敗により、異なるバージョンの VCS がク
ラスタで実行され、結果的にサポート外の設定になる可能性があります。

制限事項、前提条件、および定義
次の情報を確認してください。
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制限事項
このアップグレードは、VCS 5.x からのアップグレードとしてサポートされておらず、サポー
ト外の設定になる可能性があります。

前提条件
すべてのノードで Solaris 10 Update 3 以上が実行されている必要があります。
このタスクを実行するには、VCS とゾーンに精通している必要があります。

定義
以降の手順で次の語が使用されます。
■ inactive_local_zoneroot_mountpoint

アップグレード中に使用できるファイルシステム上の非グローバルゾーン内のマウント
ポイント名です。ノード上でインストール済みの状態になっており、共有ストレージ上
のゾーンルートにはアクセスできません。
■ inactive_local_zonename

非グローバルゾーンの名前です。この非グローバルゾーンはノード上でインストール
済みの状態になっており、共有ストレージ上のゾーンルートにはアクセスできません。

Veritas File System 共有ストレージ上にゾーンルートが配置され
ている場合の VCS のアップグレード
次の手順では、1 つのアクティブな非グローバルゾーンを、共有ストレージ上のゾーンルー
トでアップグレード可能な状態にします。次に、クラスタ内の他のノード上にある対応する
非グローバルゾーンを共有ストレージから切断します。切断するのは、それらが 1 つずつ
アップグレードされることを回避するためです。

クラスタの停止と nodeA のアップグレード
クラスタを停止して nodeA をアップグレードします。
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クラスタを停止して nodeA をアップグレードするには

1

クラスタを停止します。クラスタ内の nodeA で、次のコマンドを実行します。
# hastop -all

2

nodeA で、ゾーンルートに関連するボリュームとファイルシステムを起動します。
メモ: アップグレードを短時間で実行するには、ゾーンをブートしてゾーンを実行状
態にすることができます。

3

patchadd コマンドを使って nodeA をアップグレードします。
# patchadd nnnnnn-nn
# patchadd xxxxxx-xx
.
.
nnnnnn-nn と xxxxxx-xx は、追加するパッチの ID です。

nodeB から nodeN でのゾーンの切断
一時的なゾーンルートディレクトリとしてマウントポイントを使います。次に、インストール済
み状態になっているクラスタ内の非グローバルゾーンを切断します。切断するのは、オペ
レーティングシステムがそれらのゾーンのアップグレードを試みて失敗しないようにするた
めです。
非アクティブの非グローバルゾーンを切断するには

1

一時的なゾーンルートファイルシステムのディレクトリの権限を 700 に変更します（ま
だ 700 になっていない場合）。
# chmod 700 inactive_local_zoneroot_mountpoint

2

非アクティブの非グローバルゾーンを切断します。
# zoneadm -z inactive_local_zonename detach

3

一時的なゾーンルートファイルシステムのディレクトリの権限を 700 に変更し、インス
トール状態になっている他の非グローバルゾーンをすべて切断します。

nodeB から nodeN までのアップグレード
patchadd コマンドを使って nodeB から nodeN まで（グローバルゾーン）をアップグレー

ドします。
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nodeB から nodeN までをアップグレードするには
◆

patchadd コマンドを使って nodeB から nodeN まで（グローバルゾーン）をアップグ

レードします。
# patchadd nnnnnn-nn
# patchadd xxxxxx-xx
.
.
nnnnnn-nn と xxxxxx-xx は、追加するパッチの ID です。

ゾーンルートとして使用された一時ファイルシステムからのファイルの削除
ノードを再起動した後に、ゾーンルート用の一時ファイルシステムをマウントします。
再起動後に Veritas File System を手動でマウントするには

1

非アクティブの非グローバルゾーンを再接続します。
# zoneadm -z inactive_local_zonename attach -F

2

inactive_local_zoneroot_mountpoint ディレクトリ内にあるファイルを削除しま

す。

3

VCS 設定とその状態が、アップグレード前と同じであることを確認します。
# hastatus -sum
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9
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

■

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。

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.19 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 9-1 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 9-1

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

参照先

ハードウェアを設定する

p.168 の 「ハードウェアの設定」 を参照してください。

ソフトウェアを手動でインス
p.169 の 「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
トールし、ライセンスキーを追 ル」 を参照してください。
加する
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タスク

参照先

クラスタがセキュアモードで動 p.169 の 「ノードの既存のセキュリティセットアップの確認」 を参照し
作している場合、ノードの既 てください。
存のセキュリティセットアップ
を確認する
LLT と GAB を設定する

p.172 の 「LLT と GAB の設定」 を参照してください。

既存のクラスタにノードを追加 p.174 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.175 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 9-1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。
2 つの独立したハブを使った、3 ノードクラスタへのノードの追加

図 9-1

パブリックネットワーク

プライベート
ネットワーク

新ノード:
saturn
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ハードウェアを設定するには
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。

1

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 9-1は、2 つの独立したハブを使って、既存の 3 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。
必要に応じて、システムを共有ストレージに接続します。

2

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 5.0 MP3 パッケージ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。
■

p.86 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.94 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。

ノードの既存のセキュリティセットアップの確認
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.172 の 「LLT と GAB の設定」 を参照してください。
表 9-2 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 9-2

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
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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.170 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.171 の 「VCS 関連のセキュリティ設定の準備」 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。
# 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。
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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。

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設定の準備
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

171

172

第 9 章 クラスタノードの追加と削除
クラスタへのノードの追加

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。
■

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。
■

Solaris SPARC の場合:
set-node saturn
set-cluster 2
link qfe0 qfe:0 - ether - link qfe1 qfe:1 - ether - -
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■

Solaris x64 の場合:
set-node saturn
set-cluster 2
link e1000g0 e1000g:0 - ether - link e1000g1 e1000g:1 - ether - -

3

新しいシステムで、次のコマンドを実行します。
# /sbin/lltconfig -c

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

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

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。
# /sbin/gabconfig -c
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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.135 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

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

次のコマンドを入力します。
# haconf -makerw

2

新しいシステムをクラスタに追加します。
# hasys -add saturn

3

新しいノードで VCS を停止します。
# hastop -sys saturn

4

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/

第 9 章 クラスタノードの追加と削除
クラスタからのノードの削除

5

新しいノードで VCS を起動します。
# hastart

6

必要に応じて、追加するシステムの属性を変更します。

7

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

クラスタに追加された新しいシステムで、VCS を起動します。
# 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

クラスタからのノードの削除
表 9-3 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。以下の手
順例では、クラスタがノード A、B、C で構成されており、クラスタからノード C を切り離しま
す。
表 9-3

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。

参照先
p.176 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。

175

176

第 9 章 クラスタノードの追加と削除
クラスタからのノードの削除

タスク

参照先

クラスタから切り離されるノード上の VCS サービス p.177 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.180 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。
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.180 の 「削除するノードからのセキュリティ
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 クレデンシャルの削除」 を参照してくださ
ます。
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.181 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ブートできるよう
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。
■ VCS パッケージを削除します。

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 A またはノード B 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

SYSTEM STATE
System
State
A
RUNNING
B
RUNNING
C
RUNNING

--B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
A
grp1
B
grp2
A
grp3
B
grp3
C
grp4
C

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 A、B、C 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 B とノード C（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 C でのみ
動作します。サービスグループ grp1 と grp2 は、ノード C 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、または切り替えるには

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 C からノード B に切り替えることができます。
# hagrp -switch grp3 -to B

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
することができます。

4

切り離されるノードで、VCS を停止します。
# hastop -sys C

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

SYSTEM STATE
System
State
A
RUNNING
B
RUNNING
C
EXITED

--B
B
B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
A
grp1
B
grp2
A
grp3
B
grp3
C
grp4
C

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 C
# hagrp -modify grp4 SystemList -delete C

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

SYSTEM STATE
System
State
A
RUNNING
B
RUNNING
C
EXITED

--B
B
B
B

GROUP STATE
Group
System
grp1
A
grp1
B
grp2
A
grp3
B

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 C

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。
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。ギ
ガビットイーサネットコントローラは、-c -x の使用をサポートしていません。

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 A
1 B
2 C

変更後:
0 A
1 B

削除するノードからのセキュリティクレデンシャルの削除
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 C 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 プロセスを終了する。

2

ノード C のルートクレデンシャルを削除する。
# vssat deletecred --domain type:domainname --prplname prplname
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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。
LLT と GAB を設定解除およびアンロードし、VCS を削除するには

1

GAB と LLT を設定解除します。
# /sbin/gabconfig -U
# /sbin/lltconfig -U

2

カーネルから GAB と LLT モジュールをアンロードします。
■

カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep gab
# modinfo | grep llt

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。
■

カーネルからモジュールをアンロードします。
# modunload -i gab_id
# modunload -i llt_id

3

今後 LLT、GAB、VCS が起動しないようにするには、起動ファイルの名前を変更し
ます。
# mv /etc/rc2.d/S70llt /etc/rc2.d/s70llt
# mv /etc/rc2.d/S92gab /etc/rc2.d/s92gab
# mv /etc/rc3.d/S99vcs /etc/rc3.d/s99vcs

4

削除するパッケージを確認するには、次のように入力します。
# pkginfo | grep VRTS

5

次のバージョンの Solaris の場合に、システムから VCS パッチを完全に削除するに
は、patchrm コマンドを使います。
■

Solaris 8 の場合、次のコマンドを実行します。
# patchrm 123983-01
# patchrm 123984-01
# patchrm 125150-07
# patchrm 123207-03
# patchrm 123722-01
# patchrm 137338-01
# patchrm 127333-01
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■

Solaris 9 の場合、次のコマンドを実行します。
# patchrm 123983-01
# patchrm 123984-01
# patchrm 125150-07
# patchrm 123208-03
# patchrm 123722-01
# patchrm 137338-01
# patchrm 127333-01

■

Solaris 10 の場合、次のコマンドを実行します。
# patchrm 123983-01
# patchrm 123984-01
# patchrm 123211-03
# patchrm 123210-03
# patchrm 123209-03
# patchrm 123722-01
# patchrm 137338-01
# patchrm 127333-01

■

x64 の場合、次のコマンドを実行します。
# patchrm 128050-03
# patchrm 137384-03
# patchrm 128048-03
# patchrm 128049-03
# patchrm 137339-01
# patchrm 137388-01

6

システムから VCS パッケージを完全に削除するには、pkgrm コマンドを使います。
まず、オプションでインストールされている可能性のある次のパッケージを、次に示
す順序で削除します。
# pkgrm VRTScmccc VRTScmcs VRTSacclib VRTScssim
VRTScscm VRTSweb VRTScscw VRTScutil VRTSjre15
VRTSvcsmn VRTSvcsag VRTSvcsmg VRTSvcs VRTSvxfen
VRTSgab VRTSllt VRTSspt VRTSat VRTSpbx
VRTSicsco VRTSvlic VRTSperl
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7

LLT と GAB の設定ファイルを削除します。
# rm /etc/llttab
# rm /etc/gabtab
# rm /etc/llthosts

8

言語パッケージとパッチを削除します。
p.200 の 「手動による VCS パッケージの削除」 を参照してください。
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10
シングルノードへの 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。
■

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

■

シングルノードクラスタへのノードの追加

シングルノードへ VCS のインストールについて
VCS 5.0 MP3 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.186 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。
p.187 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。
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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 10-1 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 10-1

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

参照先

インストールの準備

p.186 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.186 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。
■

大規模なクラスタを含ませるためのシングルノードクラスタの準備

■

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

大規模なクラスタを含ませ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 でその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.13 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ガイドの指示に従います。
p.62 の 「ソフトウェアのインストールの開始」 を参照してください。
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:

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。
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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,?] (n)

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をマルチノードクラスタに含ませる場合は、y と応答しま
す。
インストールを続けます。
p.63 の 「VCS のライセンス確認」 を参照してください。

手動によるシングルノードクラスタの作成
表 10-2 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 10-2

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

参照先

PATH 変数を設定する

p.187 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.188 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.188 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 設定ファイルを作成および変更する

p.188 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.188 の 「シングルノードの動作の検証」 を
参照してください。

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 変数を設定する
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p.44 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 5.0 MP3 パッケージ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.86 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.94 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/rc2.d/S70llt /etc/rc2.d/X70llt
# mv /etc/rc2.d/S92gab /etc/rc2.d/X92gab

VCS の設定
ここで、VCS を設定する必要があります。
p.98 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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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 10-3 に示します。
表 10-3

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

タスク

参照先

ノード B をノード A と互換性があるように設 p.190 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.190 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.191 の 「共有ストレージの設定」 を参照してください。
■

ノード A で VCS を起動する

■

設定ファイルを編集する

p.191 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.192 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 で設定ファイルを編集する

p.192 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.193 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.193 の 「既存ノードでの VCS の再設定」 を参照して
ください。

p.194 の 「両方のシステムでの設定の検証」 を参照し
てください。
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シングルノードクラスタと結合させるノードの設定
VCS を実行している既存のシングルノードに結合させる新しいノードは、同じバージョン
のオペレーティングシステムと同じレベルのパッチ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、パッケージの VCSと設定ファイルを削除します。
p.175 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.200 の 「手動による VCS パッケージの削除」 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.188 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.190 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。

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.34 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。
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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

ノードを停止して、OK プロンプトを表示します。
# sync;sync;init 0

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。

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、プロンプトが表
示されたらノードを再ブートします。
p.40 の 「共有ストレージの設定」 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。
ノードを起動するためには

1

ノード A で次のコマンドを入力します。
ok boot -r

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
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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 にて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

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

8

GAB と LLT の起動ファイルの名前を変更して、使えるようにします。
# mv /etc/rc2.d/X92gab /etc/rc2.d/S92gab
# mv /etc/rc2.d/X70llt /etc/rc2.d/S70llt

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 5.0 MP3 パッケージ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.86 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.94 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。
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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.96 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.95 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.98 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。
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
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5

ノード A で VCS を起動します。
# hastart

6

VCS の設定を読み書き両用にします。
# haconf -makerw

7

ノード B をクラスタに追加します。
# hasys -add sysB

8

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
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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
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。
■

uninstallvcs プログラムについて

■

uninstallvcs プログラムを使用するための前提条件

■

VCS 5.0 MP3 のアンインストール

■

手動による VCS パッケージの削除

uninstallvcs プログラムについて
uninstallvcs プログラムを使って、クラスタ内のすべてのノード、またはクラスタ内の特定
のノードから VCS をアンインストールできます。uninstallvcs プログラムは、VCS エンター
プライズエージェントを自動的にアンインストールすることはありませんが、VRTSvcs に適
切にパッケージ依存しているものについては、アンインストールを行います。
uninstallvcs プログラムによってエンタープライズエージェントが削除されない場合、削
除手順についてはそのエンタープライズエージェントのマニュアルを参照してください。

uninstallvcs プログラムを使用するための前提条件
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.167 の 「ノードの追加と削除について」 を参照してください。
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■

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.58 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。

VCS 5.0 MP3 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。
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 5.0 MP3 パッケージの削除
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。
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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。
VCS configuration files exist on this system with the following
information:
Cluster Name: VCS_cluster2
Cluster ID Number: 7
Systems: galaxy nebula
Service Groups: ClusterService groupA groupB

3

プロンプトに応答し、ソフトウェアのアンインストールに進みます。
次のいずれかを選択します。
■

すべてのノードで VCS をアンインストールするには、Enter キーを押します。

■

特定のノードだけで VCS のアンインストールを行うには、n を入力します。
Do you want to uninstall VCS from these systems? [y,n,q] (y)

4

uninstallvcs プログラムのプロンプトが表示されたら、VCS をアンインストールする
ノードのリストを入力します。
uninstallvcs プログラムのプロンプトでこの情報の入力が求められるのは、次のよう
な場合です。
■ n
■

5

を入力した。

プログラムがローカルノードに VCS の設定ファイルを検出できなかった。

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を確定する。

6

エンタープライズエージェントなどのパッケージが VCS のパッケージに依存している
ことがわかった場合、それらを削除するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。
y と入力して、指定されたパッケージを削除します。

7

確認の後、アンインストーラからの出力を見直します。
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8

Enter キーを押して、VCS のをアンインストールします。
Are you sure you want to uninstall VCS packages? [y,n,q] (y)

9

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、パッケー
ジを削除したら、その出力を確認します。

10 アンインストーラがすべてのパッケージを削除した後に作成したサマリーファイルとロ
グファイルの場所を記録します。

VCS 5.0 MP3 ディスクからの uninstallvcs の実行
次のような場合は、VCS 5.0 MP3 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。

手動による VCS パッケージの削除
VCS をアンインストールするには、クラスタ内の各ノードから VCS のを削除する必要があ
ります。
ノード上の VCS パッケージを手動で削除するには

1

hastop コマンドを使って、ローカルシステム上の VCS を停止します。
# hastop -local

2

GAB と LLT ユーティリティの設定を解除します。
# /sbin/gabconfig -U
# /sbin/lltconfig -U

3

GAB カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep gab

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。

4

カーネルから GAB モジュールをアンロードします。
# modunload -i gab_id
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5

LLT カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep llt

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。

6

カーネルから LLT モジュールをアンロードします。
# modunload -i llt_id

7

言語パッケージに関して、VCS パッチを削除します。
■

VRTSjacmc パッケージの場合、次のパッチを削除します。
# patchrm 123982-01

■

Solaris 10 の場合、次の必須のパッチを削除します。
# patchrm 123978-03
# patchrm 123977-03
# patchrm 123680-05

■

Solaris 9 の場合、次の必須のパッチを削除します。
# patchrm 123976-03
# patchrm 123680-05

■

Solaris 8 の場合、次の必須のパッチを削除します。
# patchrm 123975-03
# patchrm 123680-05

8

言語パッケージに関して、次の必須とオプションの VCS パッケージを削除します。
■

次に示す順序で、オプションのパッケージを削除します。
# pkgrm VRTSjacsm VRTSjacmc

■

次に示す順序で、次のパッケージを削除します。
# pkgrm VRTSjaweb VRTSjacsu VRTSjacsj VRTSjacs
VRTSatJA VRTSjapbx VRTSjaico VRTSmulic

9

VCS パッチを削除します。バージョンとアーキテクチャに応じて、次のように使いま
す。
■

SPARC 8 の場合、次のパッチを削除します。
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# patchrm 123983-01
# patchrm 123984-01
# patchrm 125150-07
# patchrm 123207-03
# patchrm 123722-01
# patchrm 137338-01
# patchrm 127333-01
■

SPARC 9 の場合、次のパッチを削除します。
# patchrm 123983-01
# patchrm 123984-01
# patchrm 125150-07
# patchrm 123208-03
# patchrm 123722-01
# patchrm 137338-01
# patchrm 127333-01

■

SPARC 10 の場合、次のパッチを削除します。
# patchrm 123983-01
# patchrm 123984-01
# patchrm 123211-03
# patchrm 123210-03
# patchrm 123209-03
# patchrm 123722-01
# patchrm 137338-01
# patchrm 127333-01

■

x64 の場合、次のパッチを削除します。
# patchrm 128050-03
# patchrm 137384-03
# patchrm 128048-03
# patchrm 128049-03
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# patchrm 137339-01
# patchrm 137388-01

10 VCS 5.0 MP3 パッケージを次の順序で削除します。
# pkgrm VRTScmcc VRTScmcs VRTScssim VRTScscm
VRTSvcsmn VRTSacclib VRTSweb VRTScscw VRTScutil
VRTSjre15 VRTSvcsag VRTSvcsmg VRTSvcs VRTSvxfen
VRTSgab VRTSllt VRTSspt VRTSat VRTSpbx
VRTSicsco VRTSvlic VRTSperl
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A
オペレーティングシステムの
アップグレード
この付録では以下の項目について説明しています。
■

Solaris バージョンのアップグレード

■

ノードでの Solaris のアップグレード

■

VCS の Live Upgrade

Solaris バージョンのアップグレード
オペレーティングシステムのアップグレードは、完了までに時間がかかることがあります。
一般にアップグレード時には、一度に 1 つのノードしかアップグレードできません。システ
ム管理者と調整して、各システムの休止時間に関する計画を立てます。アップグレードす
るノードが停止中に、サービスグループを実行中のノードに移動することを事前に計画し
ます。事前に計画することによって休止時間が削減され、顧客のサービスの可用性が確
保されます。
オペレーティングシステムをアップグレードするときには、GAB、LLT、フェンシングのパッ
ケージとパッチを削除してから、オペレーティングシステムをアップグレードする必要があ
ります。オペレーティングシステムをアップグレードしたあとに、フェンシング、GAB、LLT
を再インストールします。
メモ: インストールを開始する前に、VCS ソフトウェアが収録された Symantec ソフトウェア
ディスクが手元にあることを確認してください。
クラスタ内の Solaris バージョンを完全にアップグレードするには、クラスタ内の各ノード
でオペレーティングシステムをアップグレードする必要があります。
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ノードでの Solaris のアップグレード
Solaris オペレーティングシステムをアップグレードするときに実行する必要のあるタスク
は、次のとおりです。
■

VCS の停止

■

GAB と LLT の停止とカーネルモジュールからのアンロード

■

パッケージとパッチの削除

■

Solaris オペレーティングシステムのアップグレード

■

ソフトウェアディスクからのフェンシング、GAB、LLT の再インストール

■

VCS の再起動

VCS を停止するには

1

VCS の設定を読み書き両用にします。1 番目のシステムで、次のように入力します。
# haconf -makerw

2

すべてのサービスグループを、アップグレードする予定のノードから別のシステムに
移動します。サービスがこのサーバーにフェールオーバーしないようにします。アッ
プグレードする予定のシステムで、次のように入力します。
# hasys -freeze -persistent -evacuate upgrade_server

3

すべてのサービスグループとリソースがこのシステムではオフラインであり、他のシス
テムではオンラインであることを確認します。次のコマンドを実行します。
# hastatus -summary
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4

アップグレードする予定のシステムで設定を閉じて、VCS サービスをアンロードしま
す。アップグレードする予定のシステムで、次のように入力します。
# haconf -dump -makero
# hastop -local

5

VCS が停止したことを確認します。アップグレード中のシステムで、次のように入力
します。
# gabconfig -a

出力は次のようになります。
GAB Port Memberships
=======================================
Port a gen 23dc0001 membership 01

出力にはポート h のメンバーシップは表示されないことに注意してください。
GAB と LLT を停止し、カーネルモジュールからアンロードするには

1

GAB の設定を解除します。次のコマンドを実行します。
# gabconfig -U

2

カーネルから GAB モジュールをアンロードします。
■

カーネルモジュール ID を確認します。
# modinfo | grep gab

■

カーネルからモジュールをアンロードします。
# modunload -i gab_id

3

LLT の設定を解除します。各システムで、次のコマンドを実行します。
# lltconfig -U

次のメッセージがコンソールに表示されます。
lltconfig: this will attempt to stop and reset LLT.
Confirm (y/n)?

4

各システムでメッセージへの応答に Y と入力します。

5

カーネルから LLT モジュールをアンロードします。
■

カーネルモジュール ID を確認します。
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# modinfo | grep llt

モジュール ID は、出力の左側の列に表示されます。
■

カーネルからモジュールをアンロードします。
# modunload -i llt_id

フェンシング、LLT、GAB のパッケージとパッチを削除するには

1

各ノードで pkgrm コマンドを使って、フェンシング、GAB、LLT のパッケージを削除
します。
# pkgrm VRTSvxfen VRTSgab VRTSllt

2

各ノードで patchrm コマンドを使って、パッチを削除します。
■

Solaris 9 の場合:
# patchrm 123208-03

■

Solaris 8 の場合:
# patchrm 123207-03

オペレーティングシステムをアップグレードするには

1

Sun 社のインストールガイドに従って、オペレーティングシステムカーネルを新バー
ジョンの Solaris にアップグレードします。

2

システムが起動したら、シングルユーザーモードに移行します。

ソフトウェアディスクからフェンシング、GAB、LLT を再インストールし、再起動するには

1

シングルユーザーモードで、アップグレードしたシステムにスーパーユーザーとして
ログオンします。

2

/tmp ディレクトリがマウントされているかどうかを確認します。
# mount

3

/tmp ディレクトリがマウントされていない場合は、次のコマンドを入力します。
# mount /tmp

4

インストール用のディレクトリを作成します。
# mkdir /tmp/install
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5

VCS ソフトウェアが収録されたソフトウェアディスクを、アップグレードしたシステムの
ドライブに挿入します。Solaris ボリューム管理ソフトウェアによって、ディスクが
/cdrom/cdrom0 として自動的にマウントされます。次のコマンドを入力します。
# cd /cdrom/cdrom0

6

圧縮済みのパッケージファイル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 -r cluster_server/pkgs/VRTSllt.tar.gz /tmp/install
# cp -r cluster_server/pkgs/VRTSgab.tar.gz /tmp/install
# cp -r cluster_server/pkgs/VRTSvxfen.tar.gz /tmp/install
# cp -r cluster_server/patches/1232* /tmp/install

7

システムに gunzip ユーティリティがない場合は、ディスクからコピーしてください。
# cp /cdrom_path/gnu/gunzip /tmp/install

8

一時ディレクトリに移動して、圧縮済みのパッケージファイルを解凍します。
# cd /tmp/install
# gunzip VRTSllt.tar.gz
# gunzip VRTSgab.tar.gz
# gunzip VRTSvxfen.tar.gz
# gunzip 1232*.tar.gz

一時ディレクトリに、次のファイルが現れます。
VRTSgab.tar
VRTSllt.tar
VRTSvxfen.tar
123207-03.tar
123208-03.tar
123209-03.tar
123210-03.tar
123211-03.tar
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9

圧縮ファイルから必須の VCS ファイルを抽出します。
# tar -xvf VRTSllt.tar
# tar -xvf VRTSgab.tar
# tar -xvf VRTSvxfen.tar
# tar -xvf 123207-03.tar
# tar -xvf 123208-03.tar
# tar -xvf 123209-03.tar
# tar -xvf 123210-03.tar
# tar -xvf 123211-03.tar

10 GAB、LLT、フェンシングのパッケージとパッチをインストールするにはコマンドを入
力するときは、必ず、次の順序でパッケージとパッチをインストールしてください。
■

パッケージをインストールします。
# pkgadd -d . VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen

■

Solaris 10 の場合:
# patchadd 123209-03
# patchadd 123210-03
# patchadd 123211-03

■

Solaris 9 の場合:
# patchadd 123208-03

■

Solaris 8 の場合:
# patchadd 123207-03

11 マルチユーザーモードでシステムを起動します。
# cd /
# init 3
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VCS を再起動するには

1

アップグレードされたサーバーで VCS サービスが動作していることを確認します。
アップグレードされたサーバーで、次のように入力します。
# ps -ef | grep ha
root
root

2

576
578

1
1

0 16:54:12 ?
0 16:54:13 ?

0:02 /opt/VRTSvcs/bin/had
0:00 /opt/VRTSvcs/bin/hashadow

VCS サービスが動作していない場合は、VCS サービスを再ロードします。次のコマ
ンドを実行します。
# hastart

3

アップグレードされたサーバーのアンフリーズし、設定を保存します。アップグレード
されたサーバーで、次のように入力します。
# hasys -unfreeze -persistent upgraded_server
# haconf -dump -makero

VCS の Live Upgrade
Solaris Live Upgrade を使って、単一ノード上のディスクから別のディスクへと順番にオ
ペレーティングシステムをアップグレードします。Solaris Live Upgrade を使うと、オペ
レーティングシステムのアップグレード中でもノードの運用を継続できます。Live Upgrade
の実行後に、VCS を別のディスクに移動します。Solaris Live Upgrade を使って OS を
アップグレードした場合、ノード（VCS）の休止時間は再ブートにかかる時間のみです。
VCS と Solaris Live Upgrade を併用する場合は、VCS カーネルコンポーネント（VRTSllt、
VRTSgab、VRTSvxfen など）に注意する必要があります。これらのコンポーネントは、オ
ペレーティングシステムのバージョンごとに固有です。アップグレード版のオペレーティン
グシステムの場合は、ターゲットディスクを再ブートする前に、これらのパッケージとパッチ
を削除し、再インストールする必要があります。

必要条件
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、次を確認してください。
■

Solaris 8、9、10 のいずれかにインストールされ、なおかつ実行中の VCS。

■

現在のソースブートディスクのサイズ以上の代替ターゲットブートディスク。
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VCS の Live Upgrade の実行
通常は、実行中のディスクで Solaris Live Upgrade のパッケージとパッチをインストール
します。新しいディスクに現在のオペレーティングシステムのクローンを作成します。クロー
ンのオペレーティングシステムをアップグレードします。新しいディスクをマウントします。
オペレーティングシステムのバージョンに合わせてカーネルレベルのパッケージとパッチ
を削除し、再インストールします。新しいディスクに VCS を移行します。
Solaris Live Upgrade パッケージとパッチをインストールするには

1

ターゲットディスクをフォーマットして、ソースディスクと同じサイズとパーティションに
します。

2

Solaris Live Upgrade パッケージを現在のオペレーティングシステムディスク（ソー
ス）にインストールします。
Solaris Live Upgrade パッケージのバージョンは、アップグレードを行うオペレー
ティングシステムのバージョンと一致している必要があります。たとえば、現在のソー
スディスクに Solaris 9 がインストールされているにもかかわらずターゲットブートディ
スクを Solaris 10 にアップグレードする場合は、Solaris 9 のオペレーティングシス
テムに Solaris 10 ディスクに収録されている Live Upgrade パッケージをインストー
ルします。

現在のオペレーティング環境のクローンを作成することにより新しいブート環境を作成し
て実装するには

1

2 番目となる代替ブートディスクのサイズとパーティションが、現在のブート環境のも
のと同じであることを確認します。

2

次のオプションを指定して lucreate コマンドを実行し、代替ブートディスク用に新
しいブート環境を作成します。
-c オプションは、指定した名前を現在のブート環境に割り当てます。
-m オプションでは、/dev/dsk/c0t1d0s0 にコピーするルートスライス（/）を指定しま

す。
-n オプションでは、ブート環境名を指定します。

次に例を示します。
# lucreate -c sol_9 -m /:/dev/dsk/c0t1d0s0:ufs -m ¥
-:/dev/dsk/c0t1d0s1:swap -n sol_10

このコマンドでは、新しい環境の名前、分析、作成、確認、実装などの状況が出力さ
れます。

3

ディスクを設定してブート環境を作成した後、新しいブート環境のオペレーティング
システムをアップグレードします。
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新しいブート環境をアップグレードするには

1

次のオプションを指定して luupgrade コマンドを実行することにより、新しいブート
環境をアップグレードします。
-u オプションでは、ブート環境におけるオペレーティングシステムのアップグレード

を指定します。
-n オプションでは、アップグレードするブート環境を指定します。
-s オプションでは、オペレーティングシステムのイメージやフラッシュイメージのソー

スを指定します。
次に例を示します。
# luupgrade -u -n sol_10 -s /net/vcsinstall/netinstall/2.10

このコマンドでは、確認メッセージやアップグレードメッセージなどが出力されます。

2

ここで、オペレーティングシステムに特化したカーネルレベルのパッケージとパッチ
を削除する必要があります。削除を実行したら、オペレーティングシステムのバージョ
ンに一致するパッケージとパッチを再インストールする必要があります。

新しい環境をマウントしてカーネルレベルのパッケージとパッチの削除と再インストール
を実行するには

1

新しいディレクトリを作成して、新しいディスクをマウントします。
# mkdir /tmp/a
# mount /dev/dsk/c0t1d0s0 /tmp/a

2

古いパッケージとパッチを削除します。
■

古いパッケージを削除します。
# pkgrm -R /tmp/a VRTSvxfen VRTSgab VRTSllt

■

Solaris 10 の場合、次の古いパッチを削除します。
# patchrm -R /tmp/a 123211-03
# patchrm -R /tmp/a 123210-03
# patchrm -R /tmp/a 123209-03

■

Solaris 9 の場合、次の古いパッチを削除します。
# patchrm -R /tmp/a 123208-03

■

Solaris 8 の場合、次の古いパッチを削除します。
# patchrm -R /tmp/a 123207-03
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3

圧縮済みのパッケージファイル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 -r cluster_server/pkgs/VRTSllt.tar.gz /tmp/install
# cp -r cluster_server/pkgs/VRTSgab.tar.gz /tmp/install
# cp -r cluster_server/pkgs/VRTSvxfen.tar.gz /tmp/install
# cp -r cluster_server/patches/1232* /tmp/install

4

システムに gunzip ユーティリティがない場合は、ディスクからコピーしてください。
# cp /cdrom_path/gnu/gunzip /tmp/install

5

一時ディレクトリに移動して、圧縮済みのパッケージファイルを解凍します。
# cd /tmp/install
# gunzip VRTSllt.tar.gz
# gunzip VRTSgab.tar.gz
# gunzip VRTSvxfen.tar.gz
# gunzip 1232*.tar.gz

一時ディレクトリに、次のファイルが現れます。
VRTSgab.tar
VRTSllt.tar
VRTSvxfen.tar
123207-03.tar
123208-03.tar
123209-03.tar
123210-03.tar
123211-03.tar

6

圧縮ファイルから必須の VCS ファイルを抽出します。
# tar -xvf VRTSllt.tar
# tar -xvf VRTSgab.tar
# tar -xvf VRTSvxfen.tar
# tar -xvf 123207-03.tar
# tar -xvf 123208-03.tar
# tar -xvf 123209-03.tar
# tar -xvf 123210-03.tar
# tar -xvf 123211-03.tar

7

新しいブート環境のオペレーティングシステムのバージョンに一致するパッケージと
パッチを追加します。
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■

パッケージを追加します。
# pkgadd -d . -R /tmp/a VRTSllt VRTSgab VRTSvxfen

■

Solaris 10 の場合、次のパッチを追加します。
# patchadd -R /tmp/a 123209-03
# patchadd -R /tmp/a 123210-03
# patchadd -R /tmp/a 123211-03

■

Solaris 9 の場合、次のパッチを追加します。
# patchadd -R /tmp/a 123208-03

■

Solaris 8 の場合、次のパッチを追加します。
# patchadd -R /tmp/a 123207-03

VCS を停止するには、VCS 用の新しい環境をブートしてその環境を確認します。

1

VCS を停止します。
# hastop -all

2

init コマンドの入力を行い、新しいディスクを選択して、ノードを起動します。たとえ

ば、次のように入力します。
# init 0
OK boot disk1

3

luactivate コマンドの入力を行い、現在のブート環境が指定したものと一致してい

ることを確認します。
# luactivate

たとえば、出力は次のようになります。
Sol_10
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B
高度な VCS インストールの
トピック
この付録では以下の項目について説明しています。
■

NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致

■

LLT のための UDP レイヤーの使用

■

VCS の自動インストールの実行

■

ssh か rsh が無効になる応答ファイルを使用した VCS のインストール

NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致
設定には NFS をサポートする共有バス上のディスクを含めることもできます。NFS ファイ
ルシステムをエクスポートしてディスクパーティション上または Veritas Volume Manager
ボリューム上に設定できます。ディスクパーティション名の例は /dev/dsk/c1t1d0s3 で
す。ボリューム名の例は /dev/vx/dsk/shareddg/vol3 です。それぞれの名前は、マウ
ントするファイルシステム上のブロックデバイスを表します。
VCS クラスタでは、NFS サービスを提供するブロックデバイスのメジャー番号とマイナー
番号が、各クラスタノードで同じである必要があります。メジャー番号によって、必要とされ
るデバイスドライバが識別されます（たとえば、Solaris パーティションまたは VxVM ボ
リューム）。マイナー番号によって、特定のデバイス自体が識別されます。また、NFS では
メジャー番号とマイナー番号を使って、エクスポートされたファイルシステムが識別されま
す。
各ノードからのエクスポート時にファイルシステムの NFS ID が同じであることを確認する
には、メジャー番号とマイナー番号を確認する必要があります。

218

付録 B 高度な VCS インストールのトピック
NFS 共有ディスクのメジャー番号とマイナー番号の一致

ディスクパーティションのメジャー番号とマイナー番号の確認
以下の項では、クラスタノードが使っているディスクパーティションのメジャー番号とマイ
ナー番号の確認と、必要な場合はその変更について説明します。
ディスクパーティションのメジャー番号とマイナー番号を確認するには
◆

NFS ファイルシステムをエクスポートするすべてのノードで、次のコマンドを実行しま
す。このコマンドにより、ブロックデバイスのメジャー番号とマイナー番号が表示され
ます。
# ls -lL block_device

変数 block_device は、NFS によってエクスポートされるファイルシステムが存在す
るパーティションを指定します。このコマンドをすべての NFS ファイルシステムで実
行します。たとえば、次のように入力します。
# ls -lL /dev/dsk/c1t1d0s3

ノード A の出力例
crw-r-----

1 root

sys

32,1 Dec 3 11:50 /dev/dsk/c1t1d0s3

sys

32,1 Dec 3 11:55 /dev/dsk/c1t1d0s3

ノード B の出力例:
crw-r-----

1 root

メジャー番号（32）とマイナー番号（1）が一致しており、NFS ファイルシステムの必要
条件が満たされていることに注意してください。
ディスクパーティションの一致していないメジャー番号を一致させるには

1

必要に応じて、メジャー番号とマイナー番号を調整します。たとえば、前の項の出力
が次のように表示された場合は、手順 2 からの操作を実行します。
ノード A の出力:
crw-r-----

1 root

sys

32,1 Dec 3 11:50 /dev/dsk/c1t1d0s3

sys

36,1 Dec 3 11:55 /dev/dsk/c1t1d0s3

ノード B の出力:
crw-r-----

2

1 root

VCS コマンドディレクトリに PATH を設定しておきます。次に例を示します。
# export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/opt/VRTS/bin
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3

システム B のメジャー番号（現在 36）を、システム A のメジャー番号（32）に一致す
るように変更してみます。それには、次のコマンドを使います。
# haremajor -sd major_number

たとえば、ノード B で、次のように入力します。
# haremajor -sd 32

4

コマンドが成功した場合は、8 の手順に進みます。

5

コマンドが失敗すると、次のようなメッセージが表示されます。
Error: Preexisiting major number 32
These are available numbers on this system: 128...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

6

番号 36（ノード A のメジャー番号）がノード B では使えないことに注意してください。
ノード B で haremajor コマンドを実行して、メジャー番号を 128 に変更します。
# haremajor -sd 128

7

ノード A で同じコマンドを実行します。ノード A でコマンドが失敗した場合は、出力
に使用可能な番号が表示されます。両方のノードでコマンドを再実行し、メジャー番
号を両方で使用可能な番号に設定します。

8

コマンドが成功した各システムを再ブートします。

9

次のパーティションのメジャー番号の調整に進んでください。

ディスクパーティションの一致していないマイナー番号を一致させるには

1

この例では、マイナー番号は 1 と 3 であり、各ノードでそれらを 30 に設定することに
より調整しています。

2

ブロックデバイスの名前を使って、両方のノードで次のコマンドを入力します。
# ls -1 /dev/dsk/c1t1d0s3

このコマンドからの出力は、ノード A では次のようになります。
lrwxrwxrwx 1 root root 83 Dec 3 11:50
/dev/dsk/c1t1d0s3
-> ../../
devices/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@1,0:d,raw

デバイス名は devices に続くスラッシュを含み、コロンの前まで続きますが、コロン
を含みません。
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3

両方のノードで次のコマンドを入力して、SCSI ドライバが使っているインスタンス番
号を特定します。
# grep sd /etc/path_to_inst | sort -n -k 2,2

このコマンドからの出力は、ノード A では次のようになります。
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@0,0" 0 "sd"
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@1,0" 1 "sd"
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@2,0" 2
"/sbus@1f,0/QLGC,isp@0,10000/sd@3,0" 3
.
.
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@d,0"
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@e,0"
"/sbus@1f,0/SUNW,fas@e,8800000/sd@f,0"

"sd"
"sd"

27 "sd"
28 "sd"
29 "sd"

この出力では、インスタンス番号は 2 番目のフィールドにあります。
手順 2 で表示されたノード A の名前と一致するデバイス名に関連付けられたインス
タンス番号は「1」です。

4

各ノードの出力に表示されているデバイスのインスタンス番号を比較します。
インスタンス番号を見直した後、次のタスクの 1 つを実行します。
■

あるノードのインスタンス番号が別のノードで使われていない場合（手順 3 の出
力には表示されない）は、/etc/path_to_inst を編集します。
第 2 ノードのインスタンス番号が最初のノードのインスタンス番号と同様になるよ
うに、このファイルを編集します。

■

5

両方のノードでインスタンス番号がすでに使用済みの場合は、両方のノードで
/etc/path_to_inst を編集します。デバイス名と関連付けされたインスタンス
番号を未使用の番号に変更します。この番号は、他のデバイスが使う最大値よ
りも大きい数字にする必要があります。たとえば、手順 3 の出力は、すべてのデ
バイスが使用するインスタンス番号（0 から 29 まで）を示しています。各ノードの
/etc/path_to_inst ファイルを編集し、インスタンス番号を 30 にリセットしま
す。

次のコマンドを入力して、/etc/path_to_inst が変更された各ノードを再ブートし
ます。
# reboot -- -rv
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VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番号の確認
以下の項では、クラスタシステムが使用する VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー
番号の確認と、必要な場合はその変更について説明します。
VxVM ボリュームのメジャー番号とマイナー番号を確認するには

1

VCS コマンドディレクトリに PATH を設定しておきます。次に例を示します。
# export PATH=$PATH:/usr/sbin:/sbin:/opt/VRTS/bin

2

デバイスを一覧表示するには、各ノードで ls -lL block_device コマンドを使い
ます。
# ls -lL /dev/vx/dsk/shareddg/vol3

ノード A の出力は、次のようになります。
brw------1 root root
/dev/vx/dsk/shareddg/vol3

32,43000 Mar 22 16:4 1

ノード B の出力は、次のようになります。
brw------1 root root
/dev/vx/dsk/shareddg/vol3

36,43000 Mar 22 16:4 1

3

各ノードで、関連付けられた共有ディスクグループをインポートします。

4

NFS ファイルシステムをエクスポートする各ノードで、次のコマンドを実行します。コ
マンドは Veritas Volume Manager が使う vxio および vxspec のメジャー番号を
表示します。他のメジャー番号も表示されますが、調整の対象は vxio と vxspec だ
けです。
# grep vx /etc/name_to_major

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

ノード B の出力:
vxdmp 30
vxio 36vxspec 37
vxfen 87
vxglm 91
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5

ノード B の vxio および vxspec のメジャー番号を、ノード A のメジャー番号と一致
するように変更するには、次のコマンドを使います。
haremajor -vx major_number_vxio major_number_vxspec

たとえば次のように入力します。
# haremajor -vx 32 33

コマンドが成功したら、手順 8. に進みます。コマンドが失敗すると、次のようなメッ
セージが表示されます。
Error: Preexisiting major number 32
These are available numbers on this system: 128...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

6

このメッセージが表示されたら、ノード A で haremajor コマンドを使って、メジャー
番号（32/33）をノード B（36/37）のメジャー番号と一致するように変更します。たとえ
ば次のように入力します。
# haremajor -vx 36 37

再びこのコマンドが失敗すると、次のようなメッセージが表示されます。
Error: Preexisiting major number 36
These are available numbers on this node: 126...
Check /etc/name_to_major on all systems for
available numbers.

7

この 2 度目のメッセージが表示されたら、使用可能な 2 つの番号のうちの大きいほ
う（この例では 128）を選択します。haremajor コマンドのこの番号を使って、メジャー
番号を調整します。両方のノードで次のコマンドを実行します。
# haremajor -vx 128 129

8

haremajor コマンドが成功した各ノードを再ブートします。

9

マイナー番号が一致したら、次の NFS ブロックデバイスのメジャー番号とマイナー
番号の調整に進んでください。

10 マイナー番号が一致しないブロックデバイスがボリュームの場合は、vxdg（1M）のマ
ニュアルページを参照してください。マニュアルページには、Veritas Volume
Manager のマイナー番号の調整手順と、reminor オプションの具体的な参照情報
が記載してあります。
vxio ドライバ番号を変更したノードには再ブートが必要です。
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LLT のための UDP レイヤーの使用
VCS 5.0 MP3 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。
メモ: UDP 上での LLT は、IPv6 ではサポートされていません。

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 よりも遅いです。ハードウェア構成にとって
必要な場合にだけ、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していることを確認しま
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.224 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.225 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。

■

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.229 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。
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/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。
# cat /etc/llttab
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 /dev/udp - udp
link link2 /dev/udp - udp

50000
50001

-

10.20.30.1
10.20.31.1

10.20.30.255
10.20.31.255

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。

/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.227 の 「設定例: 直接接続リンク」 を参照してください。

■

p.229 の 「設定例: IP ルーター越しのリンク」 を参照してください。

p.224 の 表 B-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 B-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 B-1

/etc/llttab の link コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

tag-name

LLT がタグとして使う固有の文字列（たとえば、link1、link2 など）。

device

UDP プロトコルのデバイスパス（例: /dev/udp）。

node-range

リンクを使うノード。「-」はすべてのクラスタノードがこのリンクのために設
定されることを示します。

link-type

リンクのタイプ（UDP 上での LLT の使用を表す「udp」である必要があり
ます）。

udp-port

リンクで使う固有の UDP ポート（49152 から 65535 までの範囲）。
p.225 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。
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フィールド

説明

IP address

ローカルノード上のリンクの IP アドレス。

bcast-address

■

ブロードキャスト機能が有効なクラスタの場合は、サブネットブロード
キャストアドレスを指定してください。
■ 「-」はクラスタがルーターを介する場合のデフォルトです。

/etc/llttab ファイルの set-addr コマンド
/etc/llttab ファイルの set-addr コマンドは、LLT が IP ルーターを介する必要があると
きなど、LLT のブロードキャスト機能を無効にする場合に必要です。
p.229 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 B-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 B-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 -a | more
UDP
Local Address
Remote Address
State
-------------------- -------------------- ------*.sunrpc
Idle

225

226

付録 B 高度な VCS インストールのトピック
LLT のための UDP レイヤーの使用

*.*
*.32771
*.32776
*.32777
*.name
*.biff
*.talk
*.32779

Unbound
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle
Idle

*.55098
*.syslog
*.58702
*.*

Idle
Idle
Idle
Unbound

.
.
.

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 のためのサブネットマスクの設定
異なるサブネット上にノードが存在する場合は、使用中のサブネットにノードがアクセスで
きるようにネットマスクを設定します。
次のインターフェースを使用した場合の例:
■

最初のネットワークインターフェース
IP address=192.168.30.1, Broadcast address=192.168.30.255,
Netmask=255.255.255.0

■

2 番目のネットワークインターフェース
IP address=192.168.31.1, Broadcast address=192.168.31.255,
Netmask=Mask: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
/etc/llttab ファイルにブロードキャストアドレスを設定します。
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。
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# cat /etc/llttab
set-node nodexyz
set-cluster 100
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.168.30.1 192.168.30.255
link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.168.31.1 192.168.31.255

設定例: 直接接続リンク
図 B-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 B-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
Solaris SPARC
UDP エンドポイント qfe1
UDP Port = 50001
IP = 192.1.3.1
Link Tag = link2

Node0

Node1

qfe1
192.1.3.2
Link Tag = link2
スイッチ

UDP Endpoint qfe0
UDP Port = 50000
IP = 192.1.2.1
Link Tag = link1

qfe0
192.1.2.2
Link Tag = link1

Solaris x64
Node0

UDP エンドポイント e1000g1
UDP Port = 50001
IP = 192.1.3.1
Link Tag = link2

Node1

e1000g1
192.1.3.2
Link Tag = link2
スイッチ

UDP Endpoint e1000g0
UDP Port = 50000
IP = 192.1.2.1
Link Tag = link1

e1000g0
192.1.2.2
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
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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 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.2.1 192.1.2.255
link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.3.1 192.1.3.255

ノード 1 のファイルは、次のようになります。
set-node Node1
set-cluster 1
#configure Links
#link tag-name device node-range link-type udp port MTU ¥
IP-address bcast-address
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.2.2 192.1.2.255
link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.3.2 192.1.3.255

設定例: IP ルーター越しのリンク
図 B-2 は、UDP 上で LLT を使い、IP ルーターを介してリンクを設定する場合の一般例
です。この図は、4 台のノードで構成されるクラスタの 2 台のノードのみを示しています。
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IP ルーターを介したリンクの一般的な設定

図 B-2

Solaris SPARC
Node0 on site
A

UDP Endpoint qfe1
UDP Port = 50001
IP = 192.1.2.1
Link Tag = link2

Node1 on site
B

qfe1
192.1.4.1
Link Tag = link2

UDP Endpoint qfe0
UDP Port = 50000
IP = 192.1.1.1
Link Tag = link1
Solaris x64
Node0 on site
A

qfe0
192.1.3.1
Link Tag = link1

UDP Endpoint e1000g1
UDP Port = 50001
IP = 192.1.2.1
Link Tag = link2

Node1 on site
B

e1000g1
192.1.4.1
Link Tag = link2

UDP Endpoint e1000g0
UDP Port = 50000
IP = 192.1.1.1
Link Tag = link1

e1000g0
192.1.3.1
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
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link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.3.1 link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.4.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
0 link1 192.1.1.1
set-addr
0 link2 192.1.2.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

ノード 0 の /etc/llttab ファイルは、次のようになります。
set-node Node0
set-cluster 1
link link1 /dev/udp - udp 50000 - 192.1.1.1 link link2 /dev/udp - udp 50001 - 192.1.2.1 #set address of each link for all peer nodes in the cluster
#format: set-addr node-id link tag-name address
set-addr
1 link1 192.1.3.1
set-addr
1 link2 192.1.4.1
set-addr
2 link1 192.1.5.2
set-addr
2 link2 192.1.6.2
set-addr
3 link1 192.1.7.3
set-addr
3 link2 192.1.8.3
#disable LLT broadcasts
set-bcasthb
0
set-arp
0

VCS の自動インストールの実行
installvcs プログラムに -responsefile オプションを指定することは、安全な環境に
VCS をインストールして設定する場合に限らず有用です。このオプションは、他のクラス
タへ無人インストールを行なう場合にも有用です。一般に、あるクラスタに VCS をインス
トールしたときに作成された応答ファイルを、別のクラスタでの VCS のインストールに使え
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ます。別のクラスタ内のシステムにファイルをコピーし、ファイルを編集して適切な設定情
報を書き込むことができます。
システムが設定され、インストールの必要条件を満たしていれば、無人インストールを実
行できます。応答ファイルのコピー先のクラスタシステムのいずれかでインストールを実行
します。
無人インストールを実行するには

1

installvcs プログラムのあるフォルダに移動します。
# cd /cdrom/cdrom0/cluster_server

2

応答ファイルのコピー先のクラスタシステムのいずれかでインストールを開始します。
# ./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。

応答ファイルに使われる構文
応答ファイルに含まれている 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。
次に例を示します。
$CFG{Scalar_variable}="value";

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

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

応答ファイルの例
この応答ファイルの例は、VCS のインストール例の後で installvcs によって作成された
ファイルです。次の例は、vcs_cluster2 上に作成された応答ファイルを変更したものであ
り、これを使って vcs_cluster3 に VCS をインストールすることができます。インストールに
必要な変数を確認してください。
メモ: Solaris x64 Platform Edition の場合は、次の応答ファイルの hme0、qfe0、qfe1
を e1000g0、e1000g2、e1000g3 で置き換えてください。
p.233 の 「応答ファイルの変数の定義」 を参照してください。

付録 B 高度な VCS インストールのトピック
VCS の自動インストールの実行

#
# installvcs configuration values:
#
$CPI::CFG{AT_ROOTDOMAIN}="root¥@east.symantecexample.com";
$CPI::CFG{CMC_CC_CONFIGURED}=1;
$CPI::CFG{CMC_CLUSTERID}{east}=1146235600;
$CPI::CFG{CMC_MSADDR}{east}="mgmtserver1";
$CPI::CFG{CMC_MSADDR}{west}="mgmtserver1";
$CPI::CFG{CMC_MS_ROOT_HASH}="758a33dbd6fae716...3deb54e562fe98";
$CPI::CFG{CMC_SERVICE_PASSWORD}="U2FsdVkX18v...n0hTSWwodThc+rX";
$CPI::CFG{ENCRYPTED}="U2FsdGVkX1+k2DHcnW7b6...ghdh+zW4G0WFIJA=";
$CPI::CFG{KEYS}{east}=[ qw(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX) ];
$CPI::CFG{KEYS}{west}=[ qw(XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX) ];
$CPI::CFG{OBC_IGNOREWARNINGS}=0;
$CPI::CFG{OBC_MODE}="STANDALONE";
$CPI::CFG{OPT}{INSTALL}=1;
$CPI::CFG{OPT}{NOEXTRAPKGS}=1;
$CPI::CFG{OPT}{RSH}=1;
$CPI::CFG{SYSTEMS}=[ qw(east west) ];
$CPI::CFG{UPI}="VCS";
$CPI::CFG{VCS_ALLOWCOMMS}="Y";
$CPI::CFG{VCS_CLUSTERID}=13221;
$CPI::CFG{VCS_CLUSTERNAME}="vcs_cluster3";
$CPI::CFG{VCS_CSGNETMASK}="255.255.240.0";
$CPI::CFG{VCS_CSGNIC}{ALL}="hme0";
$CPI::CFG{VCS_CSGVIP}="10.10.12.1";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK1}{east}="qfe0";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK1}{west}="qfe0";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK2}{east}="qfe1";
$CPI::CFG{VCS_LLTLINK2}{west}="qfe1";
$CPI::CFG{VCS_SMTPRECP}=[ qw(earnie@symantecexample.com) ];
$CPI::CFG{VCS_SMTPRSEV}=[ qw(SevereError) ];
$CPI::CFG{VCS_SMTPSERVER}="smtp.symantecexample.com";
$CPI::CFG{VCS_SNMPCONS}=[ qw(neptune) ];
$CPI::CFG{VCS_SNMPCSEV}=[ qw(SevereError) ];
$CPI::CFG{VCS_SNMPPORT}=162;

応答ファイルの変数の定義
一部のオプションの変数では、その他のオプションの変数を定義する必要があることに注
意してください。たとえば、クラスタサービスグループに関する変数（CSGNIC、CSGVIP、
CSGNETMASK）のいずれかを定義する場合にも、これらの変数のすべてを定義する必
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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（CGONIC、GCOVIP、GCONETMASK）にも当てはまります。
表 B-3 は、応答ファイルで使われる変数と変数定義のリストです。
表 B-3

応答ファイルの変数

変数

説明

$CPI::CFG{OPT}{INSTALL}

VCS をインストールし設定します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

$CPI::CFG{OPT}{INSTALLONLY} VCS パッケージをインストールします。後で、-configure
オプションを使って設定することもできます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
$CPI::CFG{SYSTEMS}

製品のインストール、アンインストール、設定を行うシステム
のリストです。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 必須

$CPI::CFG{SYSTEMSCFG}

セキュアな環境によって、すべてのシステムでインストールを
実行できない場合、設定で認識されたシステムの一覧です。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{UPI}

製品のインストール、アンインストール、設定を定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

$CPI::CFG{OPT}{KEYFILE}

すべてのリモートシステムとの通信に使う ssh キーファイルの
場所を定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{OPT}{LICENSE}

VCS のライセンスを与えるのみです。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
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変数

説明

$CPI::CFG{OPT}{NOLIC}

ライセンスなしで製品をインストールします。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{AT_ROOTDOMAIN}

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。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{OPT}{PATCHPATH}

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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{OPT}{PKGPATH}

製品デポを保管する場所（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デポ
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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{OPT}{TMPPATH}

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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{OPT}{RSH}

システム間の通信方法として ssh の代わりに rsh を使う必
要があることを定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{DONOTINSTALL}
{PACKAGE}

リストに指定されているオプションパッケージをインストールし
ません。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能
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変数
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$CPI::CFG{DONOTREMOVE}

アンインストールで、リストに指定されているオプションを削除
しません。

{PACKAGE}

リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能
$CPI::CFG{VCS_CLUSTERNAME} クラスタ名を定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須
$CPI::CFG{VCS_CLUSTERID}

クラスタを重複なく識別する 0 - 65535 の整数です。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

$CPI::CFG{KEYS}

システムに登録するキーの一覧です。

{SYSTEM}

リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{OPT_LOGPATH}

ログファイルをコピーする場所を指定します。デフォルトの場
所は /opt/VRTS/install/logs です。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{CONFIGURE}

パッケージが -installonly オプションを使ってすでにイ
ンストールされている場合、設定を実行します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_LLTLINK#}
{SYSTEM}

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）。LLT リンクは、4 つまで設定で
きます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 必須

$CPI::CFG{VCS_LLTLINKLOWPRI} 優先度の低いハートビートリンクを定義します。一般的に、パ
ブリックネットワークリンクでは LLTLINKLOWPRI を使い、通
{SYSTEM}
信を多層化します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
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$CPI::CFG{VCS_CSGNIC}

システムで使うクラスタ管理コンソール用の NIC を定義しま
す。すべてのシステムで同じ NIC を使う場合には、ALL をシ
ステム値として入力できます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{CSGVIP}

クラスタ管理コンソールが使う仮想 IP アドレスを定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_CSGNETMASK}

クラスタ管理コンソールが使う仮想 IP アドレスのネットマスク
を定義します。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_SMTPSERVER}

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）。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_SMTPRECP}

SMTP 電子メール受信者のメールアドレスの一覧です（例:
user@symantecexample.com）。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_SMTPRSEV}

SMTP 電子メール受信者が受け取るメッセージのエラーレ
ベルを定義します（Information、Warning、Error、
SevereError）。エラーレベルの順序は、SMTP 電子メール
受信者のアドレスの順序と一致する必要があります。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_SNMPPORT}

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）。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
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変数
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$CPI::CFG{VCS_SNMPCONS}

SNMP コンソールシステム名の一覧です。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_SNMPCSEV}

SNMP コンソールが受け取るメッセージのエラーレベルを定
義します（Information、Warning、Error、SevereError）。
エラーレベルの順序は、SNMP コンソールシステム名の順
序と一致する必要があります。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_GCONIC}
{SYSTEM}

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 を使う場合には、
ALL をシステム値として入力できます。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_GCOVIP}

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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_GCONETMASK} 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。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能
$CPI::CFG{VCS_USERENPW}

エンコードされたユーザーパスワードの一覧です。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_USERNAME}

ユーザー名の一覧です。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能

$CPI::CFG{VCS_USERPRIV}

ユーザーの権限の一覧です。
リストかスカラー: リスト
省略可能か必須: 省略可能
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変数

説明

$CPI::CFG{OPT}{UNINSTALL}

VCS のインストールが必要なシステムの一覧です。
リストかスカラー: スカラー
省略可能か必須: 省略可能

ssh か rsh が無効になる応答ファイルを使用した VCS
のインストール
企業のセキュアな環境では、システム間の ssh または rsh 通信が許可されていません。
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、ローカルシステム）
にのみ、VCS のインストールと設定を行うことができます。インストールが完了すると、「応
答」ファイルが作成されます。
p.232 の 「応答ファイルの例」 を参照してください。
installvcs プログラムが作成する応答ファイルには、変数や変数の値の概要や説明が含
まれています。クラスタの他のシステムにこのファイルをコピーし、現在のローカルシステ
ムを反映するために編集します。プロンプトを表示せずに各システムに VCS を同一にイ
ンストールして設定する、-responsefile オプションのあるインストールプログラムを使う
ことができます。
セキュアな環境で installvcs を使用するには

1

クラスタ内のいずれかのノードで、installvcs プログラムを使って VCS のインストー
ルを起動します。
p.62 の 「ソフトウェアのインストールの開始」 を参照してください。

2

インストーラが初期システムチェックを実行したら、その出力を確認します。
インストーラは、システム間の通信不能を検出します。

3

Enter キーを押して 1 つのシステムに VCS をインストールし、他のシステムへのイン
ストールに利用可能な応答ファイルを作成します。
Would you like to install Cluster Server on systems galaxy only
and create a responsefile for systems nebula? [y,n,q] (y)

4

すべてのクラスタ情報を入力します。インストールと設定のタスクを続行します。
p.59 の 「VCS 5.0 MP3 のインストールと設定」 を参照してください。
installvcs プログラムは、通信可能なシステムに VCS をインストールして設定しま
す。
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5

インストールが完了したら、インストーラからの出力を確認します。
インストーラは、installvcs-universaluniqueidentifier 応答ファイルを
/opt/VRTS/install/logs/installvcs-universaluniqueidentifier/.response
ディレクトリ（universaluniqueidentifier はファイルを一意に識別する変数）に
格納します。

6

VCS がクラスタ内のすべてのノードにインストールされ、起動される前に VCS を起動
すると、次のような出力が表示されます。
VCS:11306:Did not receive cluster membership, manual
intervention may be needed for seeding

7

選択した方式（たとえば、NFS、ftp、フロッピーディスク）を使用します。VCS をインス
トールするため、次のシステムの /tmp のようなディレクトリに応答ファイルの複製を
配置します。

8

次のシステムで、応答ファイルを編集します。
次の例に示す変数については、現在のローカルシステムが反映されるようシステム
名を変更してください。
.
$CFG{SYSTEMS} = ["east"];
.
.
$CFG{KEYS}{east} = ["XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXX"];
.

デモまたはサイトライセンスについては、ライセンスキーの変更は不要です。ライセ
ンスキーが特定のクラスタノードに対して「node-locked」されている場合は、そのラ
イセンスキーを編集する必要があります。

9

次のシステムで、以下の手順を実行します。
■

製品ディスクをマウントする
p.47 の 「製品ディスクのマウント」 を参照してください。

■ installvcs -responsefile

オプションを使ってソフトウェアのインストールを

開始します。
# ./installvcs -responsefile /tmp/installvcs-uui.response

ここで、uui は、インストーラが応答ファイルに自動的に割り当てたユニバーサル
固有識別子です。
p.62 の 「ソフトウェアのインストールの開始」 を参照してください。

10 クラスタ内のすべてのノードに VCS がインストールされるまで、手順 7 から手順 9 を
繰り返します。
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