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はじめに 

LifeKeeper Extender 
 

はじめに 
本書では、LifeKeeper® for Linux用のアプリケーション・リカバリー・キット・ソフトウェ

アの開発について取り上げています。リカバリー・キットのアーキテクチャの概要およ

びリカバリー・キットの各ソフトウェア・コンポーネントの詳細が説明されています。 

前提条件 

LifeKeeper for Linux のリカバリー・キットの開発者には、次の分野の知識と経験が必要

です。 

• LifeKeeper サーバの設定、管理、保守。 
• LifeKeeper 標準のアプリケーション・リカバリー・キット（File System Recovery Kit、

Generic Application Recovery Kit）。詳細は『LifeKeeper Online Product Manual』で説明

されています。 
• LifeKeeper Application Programming Interface（API）コマンド。詳細は LifeKeeper の

マニュアル・ページおよび『LifeKeeper Online Product Manual』の「Advanced Tasks」
セクションで説明されています。 

• シェルおよびシェル・プログラムの開発。 
• Java ベースのプロパティ・ファイルを使用したプログラム開発。 

LifeKeeper のドキュメント 

SteelEye Technology, Inc.が用意している LifeKeeper 関連情報の一覧を次に示します。 

• LifeKeeper for Linux Release Notes 
• LifeKeeper for Linux Online Product Manual（LifeKeeper GUI の[Help]メニューから参照

できます） 

• LifeKeeper for Linux Planning and Installation Guide 
これらのドキュメントは、オプションの LifeKeeper リカバリ・ソフトウェア関連のその

他のドキュメントとともに、ソフトウェアに同梱されているLifeKeeperドキュメントCD
に入っています。 
注：『LifeKeeper for Linux Online Product Manual』は、LifeKeeper Core CDのsteeleye-lkHLP
パッケージによってLifeKeeper GUIと統合されています。スタンドアロン版はLifeKeeper
ドキュメントCDに入っています。 

 

LifeKeeper for Linuxのドキュメントは、次のWebサイトでもオンラインで入手できます。

http://www.steeleye.com/support/documentation
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はじめに 

LifeKeeper Extender の内容 

LifeKeeper for Linux Extender（LifeKeeper Extender）が LifeKeeper Extender CD の

steeleye-lkEXTENDER パッケージに用意されています。このパッケージには、基本的な

アプリケーション・リカバリー・キットを作成するための arkitect ツールとリカバリー・

キットの各コンポーネントのテンプレート・ファイルが含まれます。arkitect ツールは

$LKROOT/Extender ディレクトリにインストールされます。また、テンプレート・ファイ

ルは$LKROOT/Extender/templates ディレクトリにインストールされます。$LKROOT は、

サーバの LifeKeeper インストール・ディレクトリを示します。デフォルトでは、このディ

レクトリは/opt/LifeKeeper です。 

本書では、以下のトピックについて説明します。 

• 概説 

関連リカバリー・キットが存在しないアプリケーションを LifeKeeper の保護下に置

くためにユーザが利用できるオプションについての簡単な説明です。 

• リカバリー・キットの概要 

リカバリー・キットの操作とコンポーネントの概要です。ここでは、保護されたア

プリケーションを人手の介入なしに制御するために LifeKeeper によって使用される

動作コンポーネント、およびアプリケーションを LifeKeeper の保護下および制御下

に置くために使用される管理コンポーネントについても説明します。 

• リカバリー・キットの構成 

LifeKeeper ディレクトリ・ツリー内でのリカバリー・キット・コンポーネントの場

所および LifeKeeper とリカバリー・キットの統合についての簡単な説明です。 

• リカバリー・キットのコンポーネント 

リカバリー・キットの各コンポーネントとその機能的要件に関する簡単な説明です。 

• LifeKeeperとの統合 

LifeKeeperとJavaベースのGUIとのインタフェースをとるためにリカバリー・キット

で使用されるLifeKeeperのAPIとJavaクラスの説明です。ここでは、ログ、メッセー

ジ、エラー報告の概要も示します。 

• リカバリー・キットの作成 

カスタマイズしたリカバリー・キットの作成とインストールに必要な手順の説明で

す。arkitect ツールを使用してテンプレート・リカバリー・キットを作成する方法に

ついても説明しています。 

• リカバリー・キットのテスト 

リカバリー・キットが正しく動作し、正しい出力を行い、エラーがないことを検証

するために推奨されるテスト項目の簡単な一覧です。 

• トラブルシューティング 

カスタマイズしたリカバリー・キット・コンポーネントのデバッグに関する情報で

す。 

• 付録：ローカリゼーション 

LifeKeeper の国際化に関する制限についての簡単な説明です。この付録には、

LifeKeeper GUI のローカライズに必要な手順がまとめられています。 
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はじめに 

概説 

LifeKeeper Extender または LifeKeeper Core 製品に含まれる Generic Application Recovery 
Kit を使用して、LifeKeeper リカバリー・キットが存在しないアプリケーションを保護で

きます。Extender は柔軟な設定とカスタマイズを可能にし、これを使用してアプリケー

ション用の新規リカバリー・キットを開発することができます。Generic Application 
Recovery Kit は完全なリカバリー・キットの開発に代わるものを提供し、これを使用し

て監視スクリプトとリカバリー・スクリプトを用意するだけでアプリケーションを保護

することできます。 

Generic Application Recovery Kit 
LifeKeeper Core に含まれる Generic Application Recovery Kit では、リソースを定義する関

連リカバリー・キットが存在しないユーザ定義のアプリケーションを保護できます。こ

のリカバリー・キットはユーザに一般的な管理インタフェースを提供し、LifeKeeper リ

ソースの作成や、特定のアプリケーション用にカスタマイズされた監視スクリプトやリ

カバリー・スクリプトの定義ができます。このようなユーザが作成したスクリプトつい

て、Generic Application Recovery Kit とともに LifeKeeper Extender テンプレート・ファイ

ルが用意されています。ファイル・システム、ロー・デバイス、IP アドレスのような従

属リソースは、適切なリカバリー・キットを使用して個別に作成されます。作成された

リソースは、従属関係によってアプリケーション・リソースにリンクされ、アプリケー

ション・リソース階層が作成されます。Generic Application Recovery Kit の使用法の詳細

については、『LifeKeeper Online Product Manual』を参照してください。 

新規リカバリー・キットの作成 
LifeKeeper Extender を使用してカスタマイズした新規リカバリー・キットを作成すると、

Generic Application Recovery Kit を使用した場合よりも柔軟な設定とカスタマイズが可能

ですが、通常、より長い開発期間が必要になります。Generic Application Recovery Kitの
代わりに LifeKeeper Extender を使用して、カスタマイズした新規リカバリー・キットを

開発する必要があるのには、次のようないくつかの理由があります。 

• カスタマイズしたアプリケーションの監視とリカバリーを複数の LifeKeeper クラス

タにインストールして設定する必要がある。 

• デフォルトのパラメータ値、パラメータの検証、設定ファイルの同期化など、カスタ

マイズしたより使いやすい管理インタフェースがアプリケーションに必要である。 

• アプリケーションが複雑なため、いくつかの検証スクリプトやユーティリティ・ス

クリプトを使用する必要がある。  
• さまざまなアプリケーション固有のイベントに対応するローカル・リカバリーのシ

ナリオが複数ある。 

ゼロから新規リカバリー・キットを開発する必要があるかどうかわからない場合は、ま

ずGeneric Application Recovery Kitを使用して、特定のアプリケーション用にカスタマイ

ズした一連の監視スクリプトとリカバリー・スクリプトのプロトタイプを作成すること

をお勧めします。次に、必要に応じてこれらのスクリプトを利用し、LifeKeeper Extender
を使用してカスタマイズした新規リカバリー・キットを開発します。カスタマイズした

新規リカバリー･キットの作成とインストールの詳細については、「新規リカバリー・

キットの作成」を参照してください。 
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リカバリー・キットの概要 

リカバリー・キットの概要 
リカバリー・キットとは、管理およびリカバリー用のコンポーネントの集まりで、

LifeKeeper による特定のアプリケーションの管理と制御を可能にするものです。アプリ

ケーションを LifeKeeper の保護下に置くには、対応する LifeKeeper リソース階層をアプ

リケーションが持つ必要があります。リソース階層は従属関係によってリンクされた 1
つ以上のリソース・インスタンスから構成されます。 

LifeKeeper Core に含まれる Generic Application Recovery Kit を使用して単純なアプリケー

ションを保護することも可能です。このリカバリー・キットでは、リソースを定義する

関連リカバリー・キットが存在しない「ユーザ定義」のアプリケーションを保護できま

す。  

もっと複雑なアプリケーションの場合、独自のカスタム・リカバリー・キットを作成で

きます。通常、カスタム・リカバリー・キットは、既存の LifeKeeper リソース・インス

タンスをできるかぎり活用します。たとえば、Apache Web Server Recovery Kit では独自

の webserver/apache リソース・インスタンスが用意されていますが、その役割は Web サー

バの起動と停止に過ぎません。このリカバリー・キットは、LifeKeeper に用意されてい

る comm/ip および gen/filesys リソースに対する従属関係を作成して、正しく動作するた

めに必要な IP アドレスとファイル・システムを保護します。 

図 1: 従属関係を持つ Web サーバのリソース階層 

 

各リソース・インスタンスは 2 つの独立したコンポーネント、動作コンポーネント（リ

カバリーおよび監視用）と管理コンポーネント（作成、拡張、削除用）から構成されま

す。動作コンポーネントは、リソース・インスタンスに関連付けられたアプリケーショ

ンの動作の開始、停止、監視、ローカル・リカバリーを実行します。管理コンポーネン

トは、通常、トップレベルのリソース・インスタンスにアタッチされ、関連付けられた

従属関係も含めたリソース階層全体の作成などの管理操作を実行します。管理コンポー

ネントには、GUI インタフェースも含まれ、LifeKeeper の Java ベースの GUI で管理コン

ポーネント用に入力パラメータをどのように収集するかが定義されます。 

個々のコンポーネントの大半はシステムの実行形式ファイルです。LifeKeeper では実行

形式ファイルの種類には制限がありません。ただし、保守を簡単にするために、実行形

式ファイルはスクリプトを基本にすることをお勧めします。LifeKeeper Extender で提供

されているサンプル・コードはすべて、Perl スクリプトまたはシェル・スクリプトです。 
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リカバリー・キットの概要 

動作コンポーネント 

リカバリー・キットには、特定のアプリケーションの動作の開始、停止、監視、ローカ

ル・リカバリーを実行する動作コンポーネントが必要です。動作コンポーネントは、

restore、remove、quickCheck、recover（ローカル・リカバリー）、delete の各スクリプ

トから構成されます。厳密に言えば、delete は管理スクリプトですが、歴史的な理由か

ら動作コンポーネントに含まれています。  

restore の役目は、特定のアプリケーションをサービス中にすることです。たとえば、

Web サーバの restore スクリプトは Web サーバ・デーモンを起動します。restore は、すで

にサービス中のアプリケーションに対応するとともに、さまざまな状況でアプリケー

ションを正しく起動する必要があります（たとえば、起動を邪魔する可能性があるファ

イルやその他の残余物のクリーンアップ）。restore コンポーネントがフェイルオーバ時に

エラーを出した場合、LifeKeeper はただちに階層を別のサーバに切り替えます（別のサー

バが使用可能な場合）。restore の失敗がアプリケーションの内部状態の矛盾によって発生

した場合、これは別のサーバにも持ち越され、restore は再び失敗します。したがって、

リカバリー・キットの開発者は、restore コンポーネント作成時に、予想可能なあらゆる

エラー状態を考慮しておくことが不可欠な作業になります。 

restore とは逆に、remove はアプリケーションをサービス休止にします。remove は、ア

プリケーションが停止できなかった場合にだけエラーを返す必要があります。その場合、

別のサーバでアプリケーションを回復しようとしても失敗します。remove がエラーを返

した場合、LifeKeeper はただちに、階層に障害が発生したと見なします。したがって、

エラーは本当に例外的な場合にだけ返す必要があります。 

quickCheck スクリプトは、アプリケーションの状態の監視を担当します。アプリケー

ションの再起動やクラスタ内の別のサーバへの切り替えが必要になる障害や異常を

LifeKeeper に通知します。quickCheck スクリプトは、LifeKeeper の lkcheck(8)デーモン

によって定期的に（標準では 2 分ごとに）呼び出されます。quickCheck は頻繁に実行さ

れるため、ほとんどのアプリケーション障害を検出できるだけの包括的なチェックを行

いながら、システムの速度低下を招かないよう高速であることが不可欠になります。目

安として、quickCheck では処理を 5～10 秒以内に完了するようにします。quickCheck
はリターン・コードによって、チェックが成功したかどうかを示しますが、これはチェッ

ク・コードによって内部的に使用されるだけです。LifeKeeper に障害を通知するには、

quickCheck 側で、LifeKeeper の sendevent(8)機構を使用してイベントを発生させる必要

があります。この機構では、LifeKeeper Coreに送信される前にイベントは$LKROOT/events
ディレクトリに登録される必要があります。quickCheck スクリプトは必須ではありませ

ん。スクリプトが存在しない場合、LifeKeeper ではアプリケーションの状態をチェック

できず、状態に問題がないと仮定されます。 

ローカル・リカバリーは、recover 実行形式ファイルの集まりで、アプリケーションの状

態の監視を担当する quickCheck スクリプトから障害のイベントを LifeKeeper Coreが受

け取ったときに実行されます。ローカル・リカバリーは必須ではありません。実行形式

ファイルは、特定のイベント 1 つにつき 1 つの実行形式ファイルが用意されます。ファ

イルが存在する場合、その役目は、イベントからのリカバリーを試み、その結果を返す

ことです。ローカル・リカバリーに成功した場合、LifeKeeper はそれ以上の動作を起こ

しません。ローカル・リカバリーに失敗した場合（または、ローカル・リカバリー実行

形式ファイルが存在しない場合）、LifeKeeper はクラスタ内の該当リソースのバックアッ

プ・サーバに階層を移します。 

delete スクリプトは、リソースが LifeKeeper の制御から外れたときに、クリーンアップ

に使用されます。delete スクリプトは、リソースが作成されたときに行われた外部に対

する変更を元に戻し、削除したことをピアに通知します。クラスタ全体から階層を削除

するときにも、特定のサーバから削除（拡張解除）するときにも使用されます。 
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リカバリー・キットの概要 

管理コンポーネント 

管理コンポーネントには、実行形式ファイルと Java プロパティ・ファイルの 2 種類があ

ります。実行形式ファイルは、create および extend のリソース階層管理機能を提供し、

Java プロパティ・ファイルは特定のアプリケーション用の LifeKeeper GUI 管理インタ

フェースを定義します。 

階層の作成は 2 段階で行われます。「インスタンス作成」によってリソース階層が 1 つの

サーバ上に作成され、「拡張」によって階層が別のサーバにコピーされて、 初のサー

バに障害が発生した場合に備えます。   

インスタンス作成は、1 つの実行形式ファイル、create によって実行されます（通常は

階層のトップレベル・リソースに格納されます）。create は任意の数の引数をとります。

引数は保護するアプリケーション・セット全体を識別するために使用されます。たとえ

ば、Apache キットの場合、httpd 実行形式ファイルの場所と設定ファイルが格納されて

いるディレクトリを知る必要があります。create 実行形式ファイルには、対応する Java
プロパティ・ファイルが存在し、ユーザから情報を収集する方法と情報を create 実行形

式ファイルに渡す方法を GUI に知らせます。 

別のサーバへの拡張は、extend、canextend、depstoextend の各実行形式ファイルによっ

て実行されます。すべてのリソースには少なくとも extend と canextend が必要です。

depstoextend が存在することもあります。まず、拡張を実行すると、depstoextend スク

リプトが存在する場合、階層内の各リソースに対して depstoextend スクリプトが実行さ

れます。depstoextend スクリプトは従属リソースの一覧を返し、それに対して、現在のリ

ソースの extend スクリプトによって自動的に拡張が実行されます。階層内のリソース一

覧から、depstoextend スクリプトが返した従属リソースをすべて削除したものを、独立
リソース一覧と呼びます。拡張に必要な情報を収集するために、extend マネージャは独
立リソースの Java プロパティ・ファイルだけを使用します。これらのファイルは、対応

する extend実行形式ファイルに必要な引数の入力をユーザに求めるために使用されます。

IP アドレス・リソースはつねに独立リソースであることに注意してください。これは、

リモート・サーバ上のリソースを使用するために、適切なネットワーク・インタフェー

スの入力をユーザに求める必要があるためです。ファイル・システム・リソースは、一

般に、従属リソースとして扱われます。ファイル・システム・リソースを別のサーバに

拡張するときに、ユーザに情報の入力を求める必要がないためです。 

GUI コンポーネント 
リソース階層の管理はすべて JavaベースのGUIを使用して実行されます。GUIでは、Java
クラスおよびプロパティ・ファイルによって実装されたダイアログ・ウィザードを使用

して階層を管理します。ダイアログ・ウィザードは、管理処理の手順をユーザに示しま

す。各手順は、Java ビーンと呼ばれるオブジェクト・モデルに従っています。  
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リカバリー・キットの概要 

図 2: ユーザから見たダイアログ・ウィザードとビーン 

タイトル・バー 

選択ビーンの表示用固定領域 

< Back Next > Cancel Help 

 

Java プロパティ・ファイルは、ウィザードがどのようにビーンを実行していくかを指定

します。ビーン自体は、表示領域を使用して、ユーザにデータの入力を求めます。処理

が完了するとビーンはウィザードに情報を 1 つ返し、ウィザードはその情報を保管しま

す。この保管された情報は、別のビーンでも利用できます。この処理のどの段階でも、

ビーンがウィザードにエラーを報告し、ウィザードがエラー・メッセージを表示して現

在の管理作業を中止することがあります。 

create 用 Java プロパティ・ファイルの 後のビーンは、通常、作成用実行形式ファイル

を起動する実行ビーンです。create 用 Java プロパティ・ファイルに記述されたすべての

ビーンの処理に成功すると、GUI は階層が作成済みであると想定します。エラーによっ

て処理が失敗した場合、GUIは階層が残っていないと想定します。処理の失敗時にクリー

ンアップをするのは作成実行形式ファイルの役目です。ただし、別の実行形式ファイル

（backout 実行形式ファイルと呼ばれます）の助けを受けることもあります。 

拡張用 Java プロパティ・ファイルは、LifeKeeper Hierarchy Extend Manager 用の情報を収

集するだけです（Hierarchy Extend Manager はこの情報を関連する extend 実行形式ファイ

ルに渡します）。実際に何かを作成することは想定されていません。 

GUIには標準の情報収集ビーンと実行ビーンがいくつか付属しています（詳細について

は、「LifeKeeper Javaクラス」を参照してください）。通常の階層管理作業はすべて標準

ビーンを使用して実装できるはずです。したがって、リカバリー・キットの開発者は、

Javaプログラミングの正式な経験がなくても、GUIコンポーネントを作成できます。た

だし、リカバリー・キットの開発者は、キットの管理作業の助けになると思えば、自由

に既存のビーンを拡張したり、新しいビーンを作成したりできます。 
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リカバリー・キットの概要 

リソース階層の管理 

LifeKeeper for Linux のリソース階層の管理は、Java ベースの GUI を使用して実行されま

す。本セクションでは、リカバリー・キットと Java ベースの GUI とのやりとりに関し

て説明します。 

リカバリー・キットをインストールすると、そのリカバリー・キットの存在が自動的に

検出され、LifeKeeper GUI の[Create Resource Hierarchy]メニューにそのキットの項目が

挿入されます。各リカバリー・キットには、<アプリケーション>_<リソース・タイプ> 
 .properties という Java プロパティ・ファイルが含まれている必要があります。読み込ま

れると、このファイルは、保護されるアプリケーションの LifeKeeper リソース階層の作

成に必要な情報の収集に使用されます。プライマリ・サーバとバックアップ・サーバで

保護されたアプリケーションを起動するのに必要な情報の収集にも使用されます。入力

された情報はプライマリ・サーバとバックアップ・サーバの LifeKeeper 設定データベー

スに保管されます。 

リカバリー・キットには、[Extend Resource Hierarchy]操作のために、<アプリケーショ
ン>_<リソース・タイプ>_extend.properties という Java プロパティ・ファイルも必要で

す。[Create Resource Hierarchy]操作と同様に、このファイルはリソース階層をクラスタ

内の別のサーバに拡張するのに必要な情報の収集に使用されます。入力された情報は新

しく拡張されたサーバの LifeKeeper 設定データベースに保管されます。 

リソース階層の作成 
LifeKeeper GUI には、すべての従属リソースも含めて、既知のサーバにリソース階層を

作成するためにメイン・メニューに[Create Resource Hierarchy]が用意されています。 
図 3 のようにメイン・メニューから[Edit] > [Resource] > [Create Resource Hierarchy]を
選択すると、インストール済みのリカバリー・キットの一覧がドロップダウン・メニュー

に表示されます。ユーザはリソース階層を作成するリカバリー・キットを選択します。 
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リカバリー・キットの概要 

図 3: LifeKeeper GUI - [Create Resource Hierarchy]機能 

 

一覧からリカバリー・キットを選択すると、GUI クライアントはサーバに要求して、対

応する Java プロパティ・ファイルを読み込みます。たとえば、ユーザが[Create Resource 
Hierarchy] > [Apache Web Server]を選択した場合は、サーバによって 
webserver_apache.properties ファイルが読み込まれます。続いて、GUI ダイアログ・ウィ

ザードがプロパティ・ファイルの情報を参照して、どのダイアログを表示するかが決定

されます。 
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リカバリー・キットの概要 

図 4: [Create Resource Hierarchy]ダイアログ 

 

Java プロパティ・ファイルによって指定されたダイアログは、リソース階層の作成に使

用する LifeKeeper の情報とアプリケーション固有の情報の収集に使用されます。収集さ

れる情報には、保護する特定のアプリケーション・インスタンスなど、保護するアプリ

ケーションの起動に必要なアプリケーション固有のパラメータが含まれます（図 4）。情

報が入力され検証されると、対応するリカバリー・キットの create、create_hier、create_ins
シェル・プログラムが実行され、リソース階層が作成されます。これらのコンポーネン

トについては、本書の後のほうで詳細に説明してあり、サンプル・コードが LifeKeeper 
Extender CD の steeleye-lkEXTENDER パッケージに用意されています。 

作成したアプリケーション用のリソース階層は、従属関係によってリンクされた 1 つ以

上のリソース・インスタンスから構成されます。LifeKeeper による保護は、クラスタ内

の複数のサーバにまたがってリソース階層をリンクして、イクイバレンシを作成するこ

とで実現されます。図 5 に示すように、1 つのリソース・インスタンスがプライマリ・

サーバ（作成処理を実行したサーバ）上の保護されたアプリケーションに関連付けられ、

別のリソース・インスタンスが指定のバックアップ・サーバ（拡張処理が実行されたサー

バ）上の保護されたアプリケーションに関連付けられます。デフォルトでは、プライマ

リ・リソース・インスタンスの優先順位は「1」（ 高の優先順位）、バックアップ・リ

ソースの優先順位は「10」になります。  
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リカバリー・キットの概要 

図 5: リソース階層 

 

アプリケーション

Apache のリソース

階層 

サーバ Apache 2 

LifeKeeper 

LifeKeeper Apache

Apache

サーバ Apache 1
（プライマリ） 
のリソース・ 
ブックシェルフ 

サーバ Apache 2
（バックアップ）

のリソース・ 
ブックシェルフ

オペレーティング・システム オペレーティング・システム 

LifeKeeper 
イクイバレンシ 

関係 

サーバ Apache 1 

 

階層の拡張 
既存の階層は、従属関係によってリンクされた 1 つ以上のリソース・インスタンスから

構成されます。従属関係チェーンの 上位のリソースは、「ルート・リソース」と呼ば

れます。 

LifeKeeper GUI には、すべての従属リソースも含めて、クラスタ内の別の既知のサーバ

に既存のリソース階層を拡張するために、メイン・メニューまたはポップアップ・メ

ニューに[Extend Resource Hierarchy]が用意されています。メイン・メニューから[Edit] > 
[Resource] > [Extend Resource Hierarchy]を選択すると、インストール済みのリカバ

リー・キットの一覧がドロップダウン・メニューに表示されます。ユーザはリソース・

インスタンスを拡張するリカバリー・キットを選択します。 

これを管理するために、LifeKeeper には、拡張処理を開始し制御する Hierarchy Extend 
Manager が用意されています。この処理は、図 6 のようなダイアログ・ウィザードの表

示から始まります。ユーザは次の情報の入力を求められます。 

• [Template Server] 
拡張するリソース階層が現在定義されていてサービス中のサーバ。 

• [Tag To Extend] 
拡張する階層のルート（トップ）リソース名。 

• [Target Server] 
拡張される階層を配置するサーバ名。 

• [Switchback Type] 
ターゲット・サーバの拡張された階層の LifeKeeper スイッチバック・タイプ。 

• [Template Priority] 
階層が現在サービス中のサーバでの階層の優先順位。  

• [Target Priority] 
ターゲット・サーバの新たに拡張された階層の（他のサーバのそれに相当する階層

と相対的な）優先順位。 
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リカバリー・キットの概要 

図 6: [Extend Resource Hierarchy]ダイアログ 

 

必要な情報がすべて入力され検証されたあと、Hierarchy Extend Manager は階層拡張処理

を開始します。Hierarchy Extend Manager は、テンプレート・サーバの階層全体を調べて、

問題がなければ、そのアプリケーションに対応する[Extend Resource]ダイアログを表示

して、拡張する各リソースのパラメータを収集し検証します。 

階層の拡張は、すべて拡張するか、まったく拡張しないかのどちらかで、一部だけ拡張

することはできません。階層内のすべてのリソース・インスタンスを拡張する必要があ

ります。たとえば、Apache 階層と Oracle データベース階層の両方が同じ IP リソースに

依存している場合、両方を拡張する必要があります。 

どのリカバリー・キットにも拡張プロパティ・ファイル、canextend プログラム、extend
プログラムが必要で、depstoextend プログラムが存在することもあります。これらのコ

ンポーネントを使用して、Hierarchy Extend Manager はキットに関連付けられた特定のリ

ソース・タイプを新しいサーバに拡張します。 

depstoextend プログラムは、リソース拡張処理時に、このリソースが自力で拡張する下

位の従属リソースを特定します。このプログラムは必須ではありません。リソース・タ

イプに「自力拡張」する従属リソースがない場合は、省略できます。「自力拡張」とい

う言葉は、拡張操作時に、このリソース・タイプの extend プログラムが別のリソース・

タイプの extend プログラムを呼び出して、必要なパラメータを渡すことを意味します。

これによって拡張処理が高速化され、ユーザに表示されるダイアログの数が減ります。  

canextend プログラムは、アプリケーションとリカバリー・キットがインストール済み

で、拡張処理を実行できるかを検証するだけです。拡張処理を行うには、保護されるア

プリケーションが拡張される各サーバに、階層に関連付けられたアプリケーションとリ

カバリー・キットがインストールされている必要があります。  

extend プログラムと create_ins プログラムが、実際に、新しいサーバに実際に拡張され

たリソース・インスタンスを作成します。これらのコンポーネントについては、本書の

後のほうで詳細に説明してあり、サンプル・コードが LifeKeeper Extender CD の

steeleye-lkEXTENDER パッケージに用意されています。 
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リカバリー・キットの概要 

階層の削除 
LifeKeeper GUI には、すべての従属リソースも含めて、クラスタ内の別の既知のサーバ

からリソース階層を削除するために、メイン・メニューまたはポップアップ・メニュー

に[Delete Resource Hierarchy]が用意されています。メイン・メニューから[Edit] > 
[Resource] > [Delete Resource Hierarchy]を選択すると、特定のサーバ上のすべてのリ

ソース・インスタンスの一覧が表示され、ユーザは削除するリソースを選択します。  

削除する階層に存在する各リソース・インスタンスに対して、対応するリカバリー・キッ

トの delete プログラムが実行されます。このコンポーネントについては、本書の後のほ

うで詳細に説明してあり、サンプル・コードが LifeKeeper Extender CD の

steeleye-lkEXTENDER パッケージに用意されています。 

階層の拡張解除 
LifeKeeper GUI には、すべての従属リソースも含めて、クラスタ内の 1 つのターゲット・

サーバからリソース階層を削除するために、メイン・メニューまたはポップアップ・メ

ニューに[Unextend Resource Hierarchy]が用意されています。メイン・メニューから

[Edit] > [Resource] > [Unextend Resource Hierarchy]を選択すると、特定のサーバ上の

サービス中でないすべてのリソース・インスタンスの一覧が表示され、ユーザは拡張解

除するリソースを選択します。 

階層の拡張解除操作は、実際には、特別な階層削除操作です。ターゲット・サーバの拡

張解除する階層に存在する各リソース・インスタンスに対して、対応するリカバリー・

キットの delete プログラムが-U オプション付きで実行されます。-U オプションを使用

すると、別のサーバのイクイバレンシ・リソースは削除されません。 
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リカバリー・キットの構成 
以下、LifeKeeper サーバ上のリカバリー・キット・コンポーネントのインストール場所

について説明します。$LKROOT は、サーバの LifeKeeper インストール・ディレクトリ

を示します。デフォルトでは、このディレクトリは/opt/LifeKeeper です。 

インストールすると、リカバリー・キット・コンポーネントは、LifeKeeper ディレクト

リ・ツリーの 3 つの枝に配置されます。一部のコンポーネントは LifeKeeper アプリケー

ション管理（LAA）ディレクトリ・ツリーに配置されます。 

$LKROOT/lkadm/subsys 
 
その他のコンポーネントは LifeKeeper 設定データベース（LCD）ディレクトリ・ツリー

に配置されます。 

$LKROOT/subsys 
 
GUI コンポーネントは LifeKeeper Java クラス・ディレクトリ・ツリーに配置されます。 

$LKROOT/htdoc/com/steeleye/LifeKeeper 

アプリケーション・グループ 

LifeKeeper では、「アプリケーション・グループ名」という概念を使用して、保護される

リソースの集まりを識別し分類します。アプリケーション・グループは、特定のリソー

ス・タイプがどのアプリケーションに属するかを分類するために使用されます。

LifeKeeper ディレクトリ・ツリーでは、表 1 のように、4 つのアプリケーション・グルー

プが事前に定義されています。 

表 1: アプリケーション・グループ・ディレクトリ 

定義済みグループ ディレクトリに含まれるリカバリー・キットのタイプ 

comm すべての通信リカバリー・キット 

database すべてのデータベース・リカバリー・キット 

gen すべての汎用キット（LifeKeeper Core には、app と filesys のキットが

あります） 

scsi すべての SCSI キット（LifeKeeper Core には、device、disk のキットが

あります） 

 

アプリケーション・グループは、次のように、LifeKeeper LAA および LCD ディレクト

リ・ツリーで枝を作成するのに使用されます。 

$LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション> 
$LKROOT/subsys/<アプリケーション> 
 

新しいアプリケーション・グループは、次のように app_create コマンド・ライン API
を使用して、LifeKeeper に登録できます。これは通常、リソース・インスタンス作成時

に、リカバリー・キット・コンポーネントの create_ins によって実行されます。 

$LKROOT/bin/app_create [-d デスティネーション] -a <アプリケーション> 
 
ここで、<アプリケーション>は特定のリカバリー・キット・アプリケーション・グルー

プ名を示し、デスティネーションはデスティネーション・サーバ名を示します。 
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リソース・タイプ 

LifeKeeper では、リソースを使用して、サーバで認識されている特定の周辺装置、アプ

リケーション・リソース、サーバ・オブジェクトを表現します。各リカバリー・キット

は、特有のリソース・タイプに直接関連付けられています。リソース・タイプは、次の

ように、LAA および LCD ディレクトリ・ツリーで枝を作成するのにも使用されます。 

$LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ> 
$LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ> 
  
ここで、<リソース・タイプ>は特定のリカバリー・キットリ・ソース・タイプを一意に

識別します。 

たとえば、IP Recovery Kitでは「ip」というリソース・タイプが使用され、Oracle® Recovery 
Kitでは「oracle」というリソース・タイプが使用されています。これらのリカバリー・

キットの管理コンポーネントは、それぞれ、次のディレクトリに配置されます。 

.../subsys/comm/ip 
  
および 

.../subsys/database/oracle 
  
新しいリソース・タイプは、次のように typ_create コマンド・ライン API を使用して、

LifeKeeper に登録できます。これは通常、リソース・インスタンス作成時に、リカバリー・

キット・コンポーネントの create_ins によって実行されます。 

$LKROOT/bin/typ_create [-d デスティネーション] -a <アプリケーション> -r  
<リソース・タイプ> 
 

ここで、<アプリケーション>は既存のアプリケーション・グループ名、<リソース・タ
イプ>は新しいリソース・タイプ名、デスティネーションはデスティネーション・（プラ

イマリまたはバックアップ）サーバ名を示します。 

コンポーネントのディレクトリ 

ほとんどのリカバリー・キット・コンポーネントは、次の表 2 に示すディレクトリに配

置されます。以前に説明したように、各リカバリー・キットは、まずアプリケーション・

グループへの所属によって分類され、次に特定のリソース・タイプによって一意に分類

されます。アプリケーション・グループとリソース・タイプは、特定のキットに属する

リカバリー・キット・コンポーネントを識別し見つけ出すために使用されます。 
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リカバリー・キットの構成 

表 2: コンポーネントのディレクトリ 

ディレクトリ ディレクトリの内容 

$LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/ 
<リソース・タイプ>/bin 

リソース階層の作成と拡張に使用されるす

べてのリカバリー・キット・スクリプト。

$LKROOT/htdoc/com/steeleye/LifeKeeper/locale
/RecoveryKits 

LifeKeeper GUI を使用して、リソース階層

の管理用の値を指定し、管理用スクリプト

を実行するために使用される Java プロパ

ティ・ファイル。 

$LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/ 
<リソース・タイプ>/actions 

各リカバリー・キットの restore、remove、
quickCheck、delete プログラム。 

$LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/ 
<リソース・タイプ>/recovery 

各リカバリー・キットの quickCheck スクリ

プト経由で、イベント通知機構、sendevent
によって呼び出されるすべてのローカル・

リカバリー・スクリプト。 

コンポーネント一覧 

次の一覧に、リカバリー・キットの各コンポーネントと LifeKeeper ディレクトリ・ツリー

内の場所を示します。 

注：リカバリー・キットによっては、一覧のコンポーネントに加えて、ユーザ定義のリ

カバリー・キット・コンポーネントが存在する場合があります（たとえば、GUIコンポー

ネント用のGUI確認スクリプトや値入力スクリプト）。 

$LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/ 
  

bin/backout 
bin/create 
bin/create_hier 
bin/create_ins 
bin/canextend 
bin/depstoextend 
bin/extend 
bin/extend_ins 

  
$LKROOT/htdoc/com/steeleye/LifeKeeper/locale/RecoveryKits/ 
 

<アプリケーション>_<リソース・タイプ>.properties 
<アプリケーション>_<リソース・タイプ>_extend.properties 

 

$LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ>/ 
  

.PARALLEL 
actions/restore 
actions/remove 
actions/quickCheck 
actions/delete 
recovery/<イベント・クラス>/<ファイル名> （ローカル・リカバリー・スクリプト） 

 

 LifeKeeper Extender 16 



リカバリー・キットの構成 

リカバリー・キットのインストール 

LifeKeeper GUI の[Create Resource Hierarchy]操作と[Extend Resource Hierarchy]操作では、

インストール済みのリカバリー・キットが自動的に検出されます。リソース階層の作成

処理を開始し、保護されるアプリケーションの拡張操作を可能にする Java プロパティ・

ファイルも自動検出されます。 

必要なコンポーネントをすべて含んだリカバリー・キットのRed Hat Package Manager
（RPM）ファイルを用意することを推奨しますが、これは必須ではありません。Red Hat 
Package Manager（RPM）を使用したリカバリー・キット・パッケージの作成には、arkitect
ツールが使用できます。詳細については、「arkitectツールの使用法」および「Red Hat 
Package Manager（RPM）を使用したリカバリー・キット・パッケージの作成」を参照し

てください。 

サブディレクトリの作成 
「リカバリー・キットの構成」で説明しているように、LifeKeeperアプリケーション管理

ディレクトリ・ツリーとLifeKeeper設定データベース・ディレクトリ・ツリーに必要な

サブディレクトリを作成するのは、リカバリー・キットのインストール・プロセスの担

当です。   
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リカバリー・キットのコンポーネント 

リカバリー・キットのコンポーネント 
本セクションでは、リカバリー・キットのコンポーネントについて簡単に説明します。

個々のリカバリー・キットでは、ここでの一般的な説明と異なる場合があります。 

以下の説明では、リカバリー・キットは、まずアプリケーション・グループへの所属に

よって分類され、次に特定のリソース・タイプによって一意に分類されます。アプリケー

ション・グループとリソース・タイプの分類は、本書の後のほうで詳細に説明されてい

ます。$LKROOT は、サーバの LifeKeeper インストール・ディレクトリを示します。デ

フォルトでは、このディレクトリは/opt/LifeKeeper です。 

リカバリー・キットの各コンポーネントのテンプレート・ファイルが LifeKeeper Extender 
CD の steeleye-lkEXTENDER パッケージに用意されています。これらのテンプレート・

ファイルは$LKROOT/Extender/templates ディレクトリにインストールされます。テンプ

レート・ファイルで参照される LifeKeeper コマンド・ライン API については、LifeKeeper
のマニュアル・ページおよび『LifeKeeper Online Product Manual』の「Advanced Tasks」
セクションで詳細に説明されています。 

<アプリケーション>_<リソース・タイプ>.properties 

説明 リソース階層の作成に使用する LifeKeeper の情報とアプリケーション固有の

情報の収集に使用される Java プロパティ・ファイル。プロパティ・ファイル

は、入力データを検証して階層作成プログラムを実行するときにも使用され

ます。 

ディレクトリ $LKROOT/htdoc/com/steeleye/LifeKeeper/locale/RecoveryKits 

呼び出し元 ユーザがメニューから対応するリカバリー・キットを選択すると、GUI クラ

イアントはサーバに要求して、対応するプロパティ・ファイルを読み込みま

す。たとえば、ユーザが[Create Resource Hierarchy] > [File System]を選択した

場合は、サーバによって gen_filesys.properties ファイルが読み込まれます。続

いて、ダイアログ・ウィザードがプロパティ・ファイルの情報を参照して、

どのダイアログを表示するかが決定されます。   

実行 プロパティ・ファイルには、キーと値の組が「=」で区切られて記述されてい

ます。キーの値は文字列または実行形式ファイルです。実行形式ファイルは

run という接頭辞によって示されます。値が run で始まる場合、run 以降の文

字列は sh -c に渡されるコマンド文字列と解釈され、作成するリソース階層が

存在するサーバ（テンプレート・サーバ）上で実行されます。コマンドの出

力がキーの値になります。 

入力環境変数 /etc/default/LifeKeeper で定義された環境変数を実行形式ファイル文字列で使

用できます。たとえば、$LKROOT はスクリプトが呼び出される前に設定さ

れ、$LKROOT をスクリプトのパス内で使用できます。同様に、以前のダイ

アログで選択した値も、以降のダイアログで、$<dialogNameVar>という形式

で使用できます。  

処理の流れ プロパティ・ファイルの list 命令が、順番に実行するビーンの名前をすべて

取得します。 後のビーンは、作成プログラムを（正しい引数をつけて）起

動し、作成した階層のタグ名を返すと想定されています。 

エラー報告 必要に応じて、無効なフィールドの情報をユーザに報告します。 

必須 はい。 
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リカバリー・キットのコンポーネント 

create 

説明 リソース階層作成処理を開始するのに使用されるシェル・プログラム。この

モジュールの主目的は、階層作成処理時の LifeKeeper 管理ロックの設定と解

除です。LifeKeeper 管理ロックについては、LifeKeeper のマニュアル・ページ

の getlocks および rlslocks LifeKeeper API で詳細に説明されています。 

ディレクトリ $LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/bin 

呼び出し元 <アプリケーション>_<リソース・タイプ>.properties 

実行 create arg1 arg2 arg3 arg4 arg5 ... argn 

リソース階層が作成されるサーバ（テンプレート・サーバ）上で実行されま

す。 

入力引数 arg1 = サーバ名 

arg2 = タグ名 

arg3 = スイッチバック・タイプ 

arg4 = 親アプリケーション 

arg5 … argn = アプリケーション固有のパラメータ 

キットによって順序が異なることがあります。 

処理の流れ 入力引数を確認します。 

階層作成処理用の LifeKeeper 管理ロックを設定します。 

create_hier プログラムを呼び出して、階層作成処理を続行します。 

階層作成処理用の LifeKeeper 管理ロックを解除します。 

エラー報告 エラーは stderr に出力されます。 

終了コード エラーが発生した場合、終了コードは 1。それ以外の場合、終了コードは 0。

必須 いいえ（推奨。クラスタ内に同じタイプのリソース階層が同時に複数作成さ

れるのを防止できます）。 
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リカバリー・キットのコンポーネント 

create_hier 

説明 リソース・オブジェクトのインスタンスで使用される LifeKeeper ID タグと

INFO フィールドを生成するシェル・プログラム。 

ディレクトリ $LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/bin 

呼び出し元 create 

実行 create_hier arg1 arg2 arg3 arg4 arg5 ... argn 

リソース階層が作成されるサーバ（テンプレート・サーバ）上で実行されま

す。 

入力引数 arg1 = サーバ名 

arg2 = タグ名 

arg3 = スイッチバック・タイプ 

arg4 = 親アプリケーション 

arg5 … argn = アプリケーション固有のパラメータ 

キットによって順序が異なることがあります。 

処理の流れ 入力引数を確認します。 

LifeKeeper ID 名を生成します。 

アプリケーション・リソース・インスタンスを作成します。 

リソース・インスタンス・サーバで使用される LifeKeeper INFO フィールドを

生成し、リソース・インスタンスに適用します。 

リソース・インスタンスのスイッチバック・タイプを設定します。 

必要に応じて、親アプリケーションに対する従属関係を設定します。 

保護されたアプリケーションをプライマリ・サーバ上で保護サービス中（ISP）
状態に復元します。 

処理を完了すると、LifeKeeper 設定データベースを同期します。 

エラー報告 エラーは stderr に出力されます。 

終了コード エラーが発生した場合、終了コードは 1。それ以外の場合、終了コードは 0。

必須 はい。 
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リカバリー・キットのコンポーネント 

create_ins 

説明 リソース・オブジェクト・インスタンスを作成するシェル・プログラム。 

ディレクトリ $LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/bin 

呼び出し元 create_hier、extend 

実行 create_ins arg1 arg2 arg3 arg4

リソース階層が作成されるサーバ（テンプレート・サーバ）上で実行されま

す。 

入力引数 arg1 = サーバ名 

arg2 = LifeKeeper リソース・タグ名 

arg3 = LifeKeeper ID 名 

arg4 = LifeKeeper 初期化タイプ 

キットによって順序が異なることがあります。 

処理の流れ アプリケーション・グループを登録します。 

リソース・タイプを登録します。 

リソース・インスタンス・オブジェクトを作成します。 

エラー報告 エラーは stderr に出力されます。 

終了コード エラーが発生した場合、終了コードは 1。それ以外の場合、終了コードは 0。

必須 はい。 
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リカバリー・キットのコンポーネント 

backout 

説明 backout プログラムは、LifeKeeper の階層作成操作でエラーが検出されたあと

のクリーンアップに使用されます。backout プログラムは、どの LifeKeeper API
が失敗したかに応じて、必要のない数種類の LifeKeeper オブジェクトを削除

できます。 

このリカバリー・キット・コンポーネントのサンプル・コードは、create_backout
という名前で、LifeKeeper Extender CD の steeleye-lkEXTENDER パッケージに

格納されています。 

ディレクトリ $LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/bin 

呼び出し元 create_hier 

実行 backout arg1 arg1 arg3 arg4 arg5 arg6 

リソース階層が作成されるサーバ（テンプレート・サーバ）上で実行されま

す。 

入力引数 arg1 = サーバ名 

arg2 = タグ名 

arg3 = 親アプリケーションのタグ名（存在しない場合 = none） 

処理の流れ backoutプログラムは次の LifeKeeperオブジェクトを削除する必要があります

（存在する場合）。 

イクイバレンシ 

従属関係 

リソース・インスタンス 

エラー報告 エラーは stderr に出力されます。 

終了コード エラーが発生した場合、終了コードは 1。それ以外の場合、終了コードは 0。

必須 はい。 
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<アプリケーション>_<リソース・タイプ>_extend.properties 

説明 extend 実行形式ファイルに必要なデータの収集に使用する LifeKeeper の情報

とアプリケーション固有の情報の収集に使用される Java プロパティ・ファイ

ル。作成用のプロパティ・ファイルとは違って、この拡張用のプロパティ・

ファイルはデータを収集するだけで、階層を作成または拡張する実行形式

ファイルを起動することは想定されていません。 

ディレクトリ $LKROOT/htdoc/com/steeleye/LifeKeeper/locale/RecoveryKits 

呼び出し元 ユーザがメニューから対応するリカバリー・キットを選択すると、GUI クラ

イアントはサーバに要求して、対応するプロパティ・ファイルを読み込みま

す。たとえば、ユーザが[Extend Resource Hierarchy] > [File System]を選択した

場合は、サーバによって gen_filesys_extend.properties ファイルが読み込まれま

す。続いて、ダイアログ・ウィザードがプロパティ・ファイルの情報を参照

して、どのダイアログを表示するかが決定されます。  

実行 プロパティ・ファイルには、キーと値の組が「=」で区切られて記述されてい

ます。キーの値は文字列または実行形式ファイルです。実行形式ファイルは

run という接頭辞によって示されます。値が run で始まる場合、run 以降の文

字列は sh -c に渡されるコマンド文字列と解釈され、拡張するリソース階層が

現在定義されているサーバ（テンプレート・サーバ）上で実行されます。コ

マンドの出力がキーの値になります。 

入力環境変数 /etc/default/LifeKeeper で定義された環境変数を実行形式ファイル文字列で使

用できます。たとえば、$LKROOT はスクリプトが呼び出される前に設定さ

れ、$LKROOT をスクリプトのパス内で使用できます。同様に、以前のダイ

アログで選択した値も、以降のダイアログで、$<dialogName>という形式で使

用できます。  

次の変数も各種ビーンによって実行されるプログラムで使用できます。 

テンプレート・サーバ名（$TemplateServer） - 拡張するリソース階層が現在定

義されサービス中のサーバ。 

テンプレートの優先順位（$TemplatePriority） - 階層が現在サービス中のサー

バでの階層の優先順位。 

テンプレート・タグ名（$TemplateTag） - 拡張する階層のルート・リソースの

タグ。 

ターゲット・サーバ名（$Target） - 拡張する階層が配置されるサーバ名。 

ターゲットの優先順位（$Priority） - ターゲット・サーバの拡張された階層の

優先順位。 

ターゲット・スイッチバック・タイプ（$TargetSwitchback） - ターゲット・サー

バの拡張された階層のスイッチバック・タイプ。 

処理の流れ list 命令でのビーンの順序は extend プログラムに対するオプションのパラ

メータの順序と同じにする必要があります。 

プログラムの

出力 

ターゲット・タグ名（TargetTag） 

必要に応じて、アプリケーション固有のパラメータ。 

エラー報告 必要に応じて、無効なフィールドの情報をユーザに報告します。 

必須 はい。 
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リカバリー・キットのコンポーネント 

canextend 

説明 リカバリー・キットがターゲット・サーバにインストールされているかどう

か、テンプレート・サーバからターゲット・サーバにリソースを拡張できる

かどうかを判断します。 

ディレクトリ $LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/bin 

呼び出し元 extmgr（LifeKeeper Core Hierarchy Extend Manager プログラム） 

実行 canextend arg1 arg2 

拡張される階層が配置されるサーバ（ターゲット・サーバ）上で実行されま

す。 

入力引数 arg1 = テンプレート・サーバ名 

arg2 = テンプレート・タグ名 

処理の流れ 入力引数を確認します。 

テンプレート・リソースが存在しアクセス可能かどうか確認します。 

保護されるアプリケーションがターゲット・サーバにインストールされてい

るか確認します。 

オプションとして、従属する子リソースに対して canextend を実行します。 

プログラムの

出力 

テンプレート・タグ名が stdout に出力されます。 

エラー報告 フォーマットされたエラー・メッセージが stderr に出力されます。 

終了コード エラーがない場合、終了コードは 0。 

未知のシグナル・トラップが検出された場合、終了コードは 1。 

既知の canextend エラーが検出された場合、終了コードは 2。 

必須 はい。 
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リカバリー・キットのコンポーネント 

depstoextend 

説明 Hierarchy Extend Manager またはシステム管理者の助けなしにターゲット・

サーバに自力で拡張するテンプレート・サーバ上のすべての従属リソースを

Hierarchy Extend Manager に報告します。 

ディレクトリ $LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/bin 

呼び出し元 extmgr（LifeKeeper Core Hierarchy Extend Manager プログラム）、canextend、
extend 

実行 Depstoextend arg1 arg2 

拡張されるリソース階層が現在定義されているサーバ（テンプレート・サー

バ）上で実行されます。 

入力引数 arg1 = テンプレート・サーバ名 

arg2 = テンプレート・タグ名 

処理の流れ 入力引数を確認します。 

このリソースが自力で拡張するテンプレート・サーバ上の従属リソースを報

告します。従属リソース・タグ名は stdout に出力されます。これを Hierarchy 
Extend Manager が受け取ります。 

プログラムの

出力 

テンプレート・タグ名が stdout に出力されます。 

エラー報告 フォーマットされたエラー・メッセージが stderr に出力されます。 

終了コード エラーがない場合、終了コードは 0。 

未知のシグナル・トラップが検出された場合、終了コードは 1。 

既知の depstoextend エラーが検出された場合、終了コードは 2。エラー・メッ

セージは stderr に出力する必要があります。 

必須 いいえ。 
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リカバリー・キットのコンポーネント 

extend 

説明 extend プログラムは、テンプレート・サーバからターゲット・サーバにリソー

ス・オブジェクトを拡張し、結果を Hierarchy Extend Manager に返します。通

常、別のプログラム、create_ins を呼び出して、リソース・オブジェクトの作

成を行います。 

ディレクトリ $LKROOT/lkadm/subsys/<アプリケーション>/<リソース・タイプ>/bin 

呼び出し元 extmgr（LifeKeeper Core Hierarchy Extend Manager プログラム） 

実行 extend arg1 arg2 arg3 arg4 ...arg n 

入力引数の順序は、extend.properties ファイルの list 命令で指定された項目の

順序と正確に一致する必要があります。  

拡張される階層が配置されるサーバ（ターゲット・サーバ）上で実行されます。

入力引数 arg1 = テンプレート・サーバ名 

arg2 = テンプレート・タグ名 

arg3 = スイッチバック・タイプ 

arg4 = ターゲット・タグ名 

arg5 ... arg n = アプリケーション固有のパラメータ 

処理の流れ 入力引数を確認します。 

テンプレート・リソース・オブジェクトから LifeKeeper ID を取得して、新し

い拡張されたターゲット・リソース・オブジェクトで使用する準備をします。

LifeKeeper ID が同じリソース・オブジェクトがターゲットにすでにないか確

認します。すでに存在する場合、Hierarchy Extend Manager が受け取るテンプ

レート・タグ名とターゲット・タグ名を stdout に出力して拡張に成功したこ

とを報告します。そして、エラーなしで終了します。 

create_ins を呼び出して、ターゲット・サーバに新しいリソース・オブジェク

トを作成し、Hierarchy Extend Manager が受け取るテンプレート・タグ名とター

ゲット・タグ名を stdout に出力して拡張に成功したことを報告します。 

拡張されたリソースの状態を OSU に設定します。 

拡張されたリソースの INFO フィールドを更新します。 

拡張されたリソースのスイッチバック・タイプを設定します。 

必要に応じて、子リソースを拡張します。 

プログラムの

出力 

テンプレート・タグ名とターゲット・タグ名が stdout に出力されます。 

エラー報告 フォーマットされたエラー・メッセージが stderr に出力されます。 

終了コード エラーがない場合、終了コードは 0。 

未知のシグナル・トラップが検出された場合、終了コードは 1。 

既知の extend エラーが検出された場合、終了コードは 2。 

必須 はい。 
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restore 

説明 保護されたリソース・アプリケーションを開始し、サービス中状態にします。

ディレクトリ $LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ>/actions

呼び出し元 LifeKeeper Core 

実行 restore -t arg1 -i arg2 [-R] 

リソース階層がサービス中にされるサーバ上で実行されます。 

入力引数 arg1 = LifeKeeper リソース・タグ名 

arg2 = LifeKeeper リソース ID 名 

-R オプションは、リモート削除を実行しないことを示します。このオプショ

ンが指定され、RCVARG 変数を使用して環境にエクスポートされた場合、

prfuncs(5)を使用して記録されたメッセージが stdout だけに出力され、

LifeKeeper ログには出力されません。 

処理の流れ 入力引数を確認します。 

restore 操作の開始ログを LifeKeeper ログに記録します。 

保護されたアプリケーションの起動を試みます。 

restore 操作の結果を LifeKeeper ログに記録します。 

エラー報告 エラー・メッセージは stderr に出力されます。 

終了コード エラーがない場合、終了コードは 0。 

エラーが検出された場合、終了コードは 1。 

必須 はい。 

 

 LifeKeeper for Linux  27 



リカバリー・キットのコンポーネント 

remove 

説明 保護されたリソース・アプリケーションを停止し、サービス休止状態にしま

す。 

ディレクトリ $LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ>/actions 

呼び出し元 LifeKeeper Core 

実行 remove -t arg1 -i arg2 

リソース階層がサービス休止にされるサーバ上で実行されます。 

入力引数 arg1 = LifeKeeper リソース・タグ名 

arg2 = LifeKeeper リソース ID 名 

処理の流れ 入力引数を処理します。 

remove 操作の開始ログを LifeKeeper ログに記録します。 

保護されたアプリケーションの停止を試みます。 

remove 操作の結果を LifeKeeper ログに記録します。 

エラー報告 エラー・メッセージは stderr に出力されます。 

終了コード エラーがない場合、終了コードは 0。 

エラーが検出された場合、終了コードは 1。 

必須 はい。 
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delete 

説明 delete スクリプトは、リソースが LifeKeeper の制御から外れたときに、クリー

ンアップに使用されます。 

ディレクトリ $LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ>/actions

呼び出し元 LifeKeeper Core 

実行 delete -t arg1 -i arg2 [-U]

拡張解除するサーバ上で実行されます。リソース階層がクラスタから削除さ

れる場合は、まず選択したサーバ上で実行され、次にリソース階層が定義さ

れた他のサーバ上で実行されます。 

入力引数 arg1 = LifeKeeper リソース・タグ名 

arg2 = LifeKeeper リソース ID 名 

-U オプションは、リソース階層を拡張解除するときに使用されます。delete
スクリプトは、拡張解除時に、別のサーバ上の関連付けられたリソースに対

して ins_remove を呼び出してはいけません。 

処理の流れ 入力引数を処理します。 

delete 操作の開始ログを LifeKeeper ログに記録します。 

階層の拡張解除操作の場合は、何もしません。LifeKeeper Core がローカル・

リソースを削除します。 

これが階層削除操作で、イクイバレンシ・オブジェクトが存在する場合は、

イクイバレンシ・オブジェクトを解析して別のイクイバレント・リソースを

見つけ、削除します（イクイバレント・リソースを削除する前に、忘れずに

リソース INFO フィールドをクリアします）。  

他の影響を受けるサーバの LifeKeeper 設定データベースを同期します。 

エラー報告 エラー・メッセージは stderr に出力されます。 

終了コード エラーがない場合、終了コードは 0。 

エラーが検出された場合、終了コードは 1。 

必須 はい。 
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quickCheck 

説明 保護されるアプリケーションの定期的監視を実行します。リソースが機能し

ていないと判断された場合、quickCheck スクリプトはイベント通知機構であ

る sendevent を呼び出して、ローカル・リカバリーまたはフェイルオーバを開

始します。   

ディレクトリ $LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ>/actions

呼び出し元 lkcheck デーモン・プロセス経由で LifeKeeper Core 

実行 quickcheck -t arg1 -i arg2 

リソース階層が現在サービス中のサーバ上で実行されます。目安として、

quickCheck スクリプトでは処理を 5～10 秒以内に完了するようにします。

チェック実行時に必ずしもアプリケーション・エラーではないエラーが発生

した場合、ゼロでない値で終了してはいけません。アプリケーションが正し

く動作しているかはっきりしない場合は、適切なエラー・メッセージをログ

に記録して、0 を返します。これによって、間違ったフェイルオーバが防止さ

れます。 

入力引数 arg1 = LifeKeeper リソース・タグ名 

arg2 = LifeKeeper リソース ID 名 

処理の流れ 入力引数を処理します。 

リソースが ISP であるかチェックします。ISP ではない場合、終了コードは 0。

高速かつ包括的なリソースのチェックを実行します。目安として、quickCheck
では処理を 5～10 秒以内に完了するようにします。 

次の sendevent を発行します。 

sendevent -C <event class> -E <event name> -n <resource id> 
-m arg4 

これによって、LifeKeeper Core に障害を通知します（詳細については recover
を参照してください）。 

エラー報告 エラー・メッセージは stderr に出力されます。 

終了コード エラーがない場合、終了コードは 0。 

エラーが検出された場合、終了コードは 1。 

注：終了コードは、LifeKeeperが階層のチェックを続行すべきかどうかを判断

するためにのみ使用されます（終了コード 0 は続行を意味します）。イベント

の送信に失敗し、終了コードが 1 のままである場合、LifeKeeperはリソースま

たはその階層に対して、それ以上の動作を起こしません。 

必須 いいえ（quickCheck スクリプトが存在しない場合、そのアプリケーションお

よびリソース・タイプのすべてのリソースはチェックされませんが、問題が

ないと仮定されます）。 
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recover 

説明 ローカル・システムの失敗したリソースのリカバリーを試みます。 

注：このリカバリー・キット・コンポーネントは「recover」という名前にす

る必要はありません（通常、ファイル名はイベント・タイプを示すものにな

ります）。 

ディレクトリ $LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ> 
/recovery/<イベント・クラス>/<ファイル名> 

および 

$LKROOT/events/<イベント・クラス>/<イベント・タイプ> 

<イベント・クラス>は、リカバリー・キットの quickCheck スクリプトが呼び

出す sendevent の-C パラメータで指定されるクラスです（通常、<イベント・

クラス>は<リソース・タイプ>と同じです）。ローカル・リカバリー・スクリ

プトの<ファイル名>は、$LKROOT/events の<イベント・タイプ>に対応しま

す。これは、sendevent の–E パラメータで指定されるイベント・タイプです。  

呼び出し元 quickCheck 経由で sendevent 

例：Apache Web Server のローカル・リカバリー・スクリプトは Apache 
quickCheck スクリプトから次のようにして起動されます。   

$LKROOT/bin/sendevent -C apache -E recover -n $ID -m LK:quickCheckApache > 
/dev/null 2>&1 

実際に起動されるスクリプトは次のものです。   

$LKROOT/subsys/webserver/resources/apache/recovery/apache/recover 

実行 sendevent -C arg1 -E arg2 -n $arg3 -m arg4 

アプリケーションは、$LKROOT/events にイベント・クラス（<リソース・タ

イプ>）およびイベント・タイプに対応するディレクトリをインストールする

ことによって、イベントを受け取ることを登録します。ローカル・リカバ

リー・スクリプトは、先に指定されたイベント・クラスとイベント・タイプ

に対応する$LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイ

プ> /recovery ディレクトリに存在する場合に実行されます。 

recover -n arg5 リソース階層が現在失敗しているサーバ上で実行されます。 

入力引数 arg1 = イベント・クラス（通常は LifeKeeper リソース・タイプと同じ） 

arg2 = イベント・タイプ 

arg3 = LifeKeeper リソース ID 名 

arg4 = イベントのソースを識別する文字列（通常は LK:component） 

arg5 = LifeKeeper リソース ID 名 

処理の流れ 入力引数を処理します。 

アプリケーションのリカバリーを試みます。多くの場合、この試みに 適な

方法として、該当アプリケーションの LifeKeeper の remove スクリプトと

restore スクリプトを順に呼び出し、アプリケーションを停止し再起動するこ

とを試みます。 

エラー報告 エラー・メッセージは stderr に出力されます。 
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終了コード エラーがない（アプリケーションのリカバリーに成功した）場合、終了コー

ドは 0。 

エラーが検出された（アプリケーションのリカバリーに失敗した）場合、終

了コードは 1。次に、Lifekeeper は、このアプリケーションで内部ノードのリ

カバリーを開始します。 

注：内部ノードのリカバリーを開始する前に、LifeKeeperはリソースの削除を

試みます。この削除が失敗すると、内部ノードのリカバリーは中断されるた

め、recoverスクリプトで確実に削除を正しく実行することが重要です。 

必須 いいえ（ローカル・リカバリー・スクリプトが存在しない場合、quickCheck
エラーが検出されるたびに LifeKeeper は保護されたアプリケーションをバッ

クアップ・サーバに必ずフェイルオーバします）。 

 

.PARALLEL 

説明 .PARALLEL ファイルは、並行リカバリーを完全サポートしていること、すな

わち、このアプリケーションとリソース・タイプのすべてのリソースを同時

に復元しても安全なことを示すフラグです（場合によっては、restore スクリ

プトを「マルチスレッド」にする必要があります）。これは空のファイルです。

ディレクトリ $LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ> 

呼び出し元 フェイルオーバ時に LifeKeeper Core によってチェックされます（呼び出され

ません）。 

実行 フラグ・ファイルです（実行されません）。 

必須 いいえ（このファイルが存在しない場合、このアプリケーションとリソース・

タイプのリソースは、逐次的に回復されます。 

注：その場合でも、アプリケーションとリソース・タイプが異なるリソース

は、このアプリケーションとリソース・タイプのリソースとは並行して回復

されることがあります）。 
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LifeKeeper との統合 

LifeKeeper Java クラス 

リカバリー・キットは、LifeKeeper ソフトウェアと対話的に連携します。LifeKeeper GUI
には、リカバリー・キットでアプリケーション固有のダイアログ・ウィザードを定義で

きる標準の Java クラスが用意されています。これらの Java クラスについて以下で詳細

に説明します。 

次のクラスによって実装された Java ビーンは 2 つに分類できます。コマンドを実行して

結果を表示し、ときには値を返す「実行ビーン」と、ユーザに値の選択（または入力）

を求め、値が正しいか検証する「選択ビーン」です。 

選択ビーンはクライアント・アプリケーションまたはアプレット内に存在しますが、収

集される情報またはユーザに提示される情報の大半はクラスタ内のサーバに保管され

た情報に基づいたもので、この情報は通常は GUI クライアントからアクセスできません。

そのため、クライアントの選択ビーンは、GUI サーバにダウンロードされるサーバ側コ

ンポーネントも持っており、これが内部インタフェース経由で Remote Method Invocation
（RMI）を使用して選択ビーンと通信するようになっています。 

LifeKeeper GUI で用意されている標準の選択ビーンの場合、各ビーンは 1 つのサーバ側

ビーンと交信し、サーバ側ビーンはサーバ上でプログラムを実行して、エラー・コード

（およびオプションの stdout、stderr 出力）を選択ビーンに返します。この実行モデルに

より、リカバリー・キットはサーバ上でプログラムを実行して、選択の初期値とドロッ

プダウン・リストの内容を決定し、また、ユーザの選択に対して 終的な検証を行うこ

とができるようになっています。 

C_LKSelectServer クラス 

説明 JComboBox を使用してサーバを選択します。 

パッケージ com.steeleye.LifeKeeper.admin 

フィールドの

概要 

label - 入力フィールドについて説明するラベル。 

editable - Boolean（true/false）。ユーザがリストで値を入力できる場合、true。
デフォルトは false です。 

initialValue - デフォルトの選択。 

helpText - 別のパネルに表示されるヘルプ文字列。 

valid - 選択が有効かを示します。C_LKSelectServer クラスは有効なサーバ名を

必要とします。このフィールドでは、IP アドレスは有効ではありません。 

UpdateServer - ダイアログ・ウィザードにサーバ名の値の変化を通知します。
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C_LKSelectDirectory クラス 

説明 JComboBox を使用して、サーバのディレクトリ名リストから選択します。 

パッケージ com.steeleye.LifeKeeper.admin 

フィールドの

概要 

label - 入力フィールドについて説明するラベル。 

editable - Boolean（true/false）。ユーザがリストで値を入力できる場合、true。
デフォルトは false です。 

initialValue - デフォルトの選択。 

helpText - 別のパネルに表示されるヘルプ文字列。デフォルトは「No Help 
Available」です。 

valid - 選択が有効かを示します。デフォルトは true です。  

 

C_LKSelectionComboBox クラス 

説明 JComboBox を使用してデータを入力します。 

パッケージ com.steeleye.LifeKeeper.admin 

フィールドの

概要 

show - ダイアログを表示するかどうかを示します。Boolean（true/false）。デフォ

ルトは true です。 

label - 入力フィールドについて説明するラベル。 

editable - Boolean（true/false）。ユーザがリストで値を入力できる場合、true。
デフォルトは false です。 

initialValue - デフォルトの選択。 

choiceX - 選択肢のリスト。X は 1...N です。各 choiceX は、独立した行に表示

され、順番に番号が付けられます。 

choices - 改行コードで区切られた選択肢を動的に生成するスクリプト。 

help - 別のパネルに表示されるヘルプ文字列。デフォルトは「No Help 
Available」です。 

valid - 選択が有効かを示します。デフォルトは true です。 

extend する 
クラス 

C_LKSelectionComboBoxForCount - 非負の整数文字列の入力をチェックする

コンボボックス。 

C_LKSelectionComboBoxForIP - 有効な IP アドレス文字列の入力をチェックす

るコンボボックス。 

C_LKSelectionComboBoxForPath - 有効なパス名文字列の入力をチェックする

コンボボックス。 

C_LKSelectionComboBoxForTag - 有効なタグ名文字列の入力をチェックする

コンボボックス。 
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C_LKSelectionList クラス 

説明 Jlist を使用してデータを選択します。 

パッケージ com.steeleye.LifeKeeper.admin 

フィールドの

概要 

label - 入力フィールドについて説明するラベル。 

initialValue - デフォルトの選択。 

choiceX - 選択肢のリスト。X は 1...N です。各 choiceX は、独立した行に表示

され、順番に番号が付けられます。 

choices - 改行コードで区切られた選択肢を動的に生成するスクリプト。 

help - 別のパネルに表示されるヘルプ文字列。デフォルトは「No Help 
Available」です。 

valid - 選択が有効かを示します。デフォルトは true です。 

extend する 
クラス 

C_LKGetRootTags - ルート・タグ名の一覧を表示する Jlist。 

 

C_LKSelectionTextField クラス 

説明 JtextField を使用してデータを入力します。 

パッケージ com.steeleye.LifeKeeper.admin 

フィールドの

概要 

show - ダイアログを表示するかどうかを示します。Boolean（true/false）。デフォ

ルトは true です。 

label - 入力フィールドについて説明するラベル。 

editable - Boolean（true/false）。デフォルトは false です。 

initialValue - デフォルトの選択。 

help - 別のパネルに表示されるヘルプ文字列。デフォルトは「No Help 
Available」です。 

valid - 選択が有効かを示します。デフォルトは true です。 

extend する 
クラス 

C_LKSelectionTextFieldForIP - 有効な IPアドレス文字列の入力をチェックする

テキストフィールド。 

C_LKSelectionTextFieldForInfo - 有効な INFO フィールド文字列の入力を

チェックするテキストフィールド。 

C_LKSelectionTextFieldForPath - 有効なパス名文字列の入力をチェックするテ

キストフィールド。 

C_LKSelectionTextFieldForTag - 有効なタグ名文字列の入力をチェックするテ

キストフィールド。 
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C_LKSelectionTextArea クラス 

説明 スクロール可能なテキスト領域にテキストを表示します。 

パッケージ com.steeleye.LifeKeeper.admin 

フィールドの

概要 

label - 入力フィールドについて説明するラベル。 

text - 表示するテキスト。 

help - 別のパネルに表示されるヘルプ文字列。デフォルトは「No Help 
Available」です。 

 

C_LKExecutionBean クラス 

説明 サーバ上でコマンドを実行して、結果をスクロール可能なテキスト領域に表

示します。 

パッケージ com.steeleye.LifeKeeper.admin 

フィールドの

概要 

label - 入力フィールドについて説明するラベル。 

help - 別のパネルに表示されるヘルプ文字列。デフォルトは「No Help 
Available」です。 

server - 実行のリダイレクト先のサーバ名。 

execute - 実行するコマンドまたはスクリプト。実行されたスクリプトの出力

（stdout および stderr）はダイアログ・パネルに表示されます。 

extend する 
クラス 

C_LKExecutionBeanGetStdout - 実行されたコマンドの stdout の 初の行をビー

ンの値として取得します。stderr をテキスト領域に表示します。 

 

新しいクラスの追加 
ほとんどの場合、LifeKeeper GUI で用意されている標準の Java クラスを使用するだけで

リカバリー・キットは開発できます。ただし、リカバリー・キット独自の Java クラスを

追加することもできます。このような新しいクラスは、リカバリー・キットの作成、拡

張プロパティ・ファイルで参照する必要があります。プロパティ・ファイルには、

jarFile=<jar のパス>という命令を記述する必要があります。ここで jar ファイルへ

のパスは、LifeKeeper Web サーバのホーム・ディレクトリ、$LKROOT/htdoc に対する

相対パスとして指定します。また、この jar ファイルは、Web サーバ、GUI アプリケー

ション、GUI サーバがアクセスできるように、すべてのユーザから読み取り可能になっ

ている必要があります。 

注：クライアント側の選択ビーンをLifeKeeper GUIから操作するには、選択ビーンで

com.steeleye.LifeKeeper.admin.C_LKSelectionInterfaceをimplementす
る必要があります。 
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LifeKeeper の API 

リカバリー・キットは、LifeKeeper ソフトウェアと対話的に連携します。LifeKeeper に

は Application Programming Interface（API）が用意されており、これを使用して、リカバ

リー・キットや関連するプログラムは LifeKeeper サーバとやりとりして、リソース・イ

ンスタンスを作成したり、LifeKeeper 設定データベースを使用したりできます。

LifeKeeper コマンド・ライン API の詳細については、LifeKeeper のマニュアル・ページ

および『LifeKeeper Online Product Manual』の「Advanced Tasks」セクションで説明され

ています。 

LifeKeeper と共に配布されるマニュアル・ページは、steeleye-lkMAN パッケージにあり、

/opt/LifeKeeper/man にインストールされます。LifeKeeper の man ページは、このディレク

トリを MANPATH に追加すると参照できます。 

HTML を使用した『Online Product Manual』は、steeleye-lkHLP パッケージで配布され、

/opt/LifeKeeper/htdoc/help にインストールされます。『Online Product Manual』は、

LifeKeeper GUI 以外に、製品ドキュメントの Web ページの URL、http://<サーバ名>: 
81/help/lksstart.htm を直接ブラウザから開いても参照できます。ここで、<サーバ名>は
LifeKeeper サーバのホスト名です。 

ログ、メッセージ、エラー報告 

LifeKeeper のログとメッセージ 
LifeKeeper の ロ グ 機 能 は 、 $LKROOT/subsys/actions/prfuncs に 含 ま れ る

LifeKeeper ログ機能を環境に「ソーシング」することによって利用できます。prfuncs(5)
は、Linux シェル関数で、次のコマンドによって現在のプロセスに追加されます。 

. $LKROOT/subsys/actions/prfuncs 
  
この関数が利用できるようになると、LifeKeeper のログ機能とメッセージ機能が使用で

きます。 

ログ項目を作成するには、log コマンドを使用します。たとえば次のようにします。 

log "LifeKeeper:DELETE MYAPP RESOURCE $ID START AT:`date`" 
  
制御ターミナルにメッセージを表示してログ項目を作成するには、pl コマンドを使用し

ます。たとえば次のようにします。 

pl "LifeKeeper:DELETE MYAPP RESOURCE $ID START AT:`date`" 
  
stdout がリダイレクトされているときにシステム・コンソールにメッセージを表示する

には、pt コマンドを使用します。たとえば次のようにします。 

pt "LifeKeeper:DELETE MYAPP RESOURCE $ID START AT:`date`" 
  

階層作成操作と階層削除操作 
重要なイベントを示すメッセージは stdout に出力し、LifeKeeper ログに記録します。同

様に、エラー状態は stderr に出力し、LifeKeeper ログに記録します。 
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階層拡張操作 
リソース階層を別のサーバに拡張するシェル・プログラムで stdout および stderr に出力

するメッセージについては、特別な考慮をする必要があります。このようなプログラム

としては、depstoextend、canextend、extend、create_ins シェル・プログラムがあります。 

stdout へのメッセージ 
シェル・プログラム、depstoextend、canextend、extend、create_insは、stdout経由でHierarchy 
Extend Managerに結果を返します。したがって、このようなプログラムでは、他の一般

的メッセージをstdoutに出力してはいけません。また、このようなプログラムでstdout
に出力されるメッセージはシステム・コンソールに表示されません。 

stderr へのメッセージ 
シェル・プログラム、depstoextend、canextend、extend、create_ins は、1 つ以上のリカ

バリー・キットが関係する拡張操作時にリモート・サーバ上で実行されます。このよう

なコンポーネントのエラー・メッセージは、次に説明している標準のフォーマットを使

用します。フォーマットされたエラー・メッセージでは、実行中のモジュールに加えて、

エラーを検出した具体的な操作を識別する関連パラメータも特定されます。このフォー

マットによって、階層拡張操作に関わるすべてのリカバリー・キットにわたって一貫性

が確保されます。すべての階層拡張エラー・メッセージは stderr に出力され、Hierarchy 
Extend Manager（HEM）に転送されて表示されます。 

depstoextend、canextend、extend、create_ins プログラムが出力するエラー・メッセージ

はすべて次のフォーマットを守る必要があります。 

Error - ScriptName (TemplateSysName, TemplateTagName,  
Application/Resource type, TargetSysName) - Error Message 

ここで、 

• ScriptName はこのプログラムの名前です。 

• TemplateSysName はテンプレート・サーバの名前です。 

• TemplateTagName は、ターゲット・サーバの新しいリソースのモデル・テンプレー

トとして使用されるテンプレート・サーバのリソースです。 

• Application はアプリケーション・グループです（gen、scsi、database、comm など）。 

• Resource type は具体的なリソース・タイプです（ip、oracle、device、filesys など）。 

• TargetSysName はターゲット・サーバの名前です（create には使用できません）。 

• Message はエラーの具体的な説明です。 

たとえば次のようになります。 

Error - canextend (teak, device2844, scsi/device, ash) - Unable to find shared device 
"c10t3d1s1" on machine "ash" 
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アプリケーション情報の管理 

頻繁に、実行形式ファイルのパスやアプリケーション固有の識別子など、LifeKeeper の

保護下にある特定のリソース・インスタンスに特有のアプリケーション情報は、動作の

監視やリカバリー時に使用するために保管する必要があります。たとえば、Oracle SID
や Oracle HOME へのパスは Oracle が起動される前に必要です。LifeKeeper は、このため

に少量（1024 バイト未満）の情報をリソース・インスタンス・レコードの info フィール

ドに格納するための機能を備えています。 

複数の情報がそれぞれ変数FIELD1、FIELD2、...に格納されているとした場合、以下に示

すように、これらの情報は^Bで区切って 1 つにまとめられ、タグで識別される特定のリ

ソース・インスタンスのinfoフィールドに格納されます。（注：別の区切り文字を使用す

ることもできますが、LifeKeeperの予約文字^A以外の文字で、格納される情報に通常絶

対に現れない文字を使用することが重要です。） 

ins_setinfo -t $TAG -v "$FIELD1^B$FIELD2^B..." 
 
また、以下に示すように、リソース・インスタンスの info フィールドから取得できます。 

INFO=`$LKROOT/bin/ins_list -t $TAG 2>/dev/null | cut -d^A -f6` 
FIELD1=`echo "$INFO" | cut -d^B -f1` 
FIELD2=`echo "$INFO" | cut -d^B -f2` 
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新規リカバリー・キットの作成 
次の手順に従って、LifeKeeper for Linux 用のカスタマイズした新規リカバリー・キット

を作成しインストールします。 

1. リカバリー・キットの適切なアプリケーションとリソース・タイプ名を決定します。

別のLifeKeeperリカバリー・キットですでに使用されているアプリケーション・グ

ループ名を使用することも独自のアプリケーション・グループ名を作成することも

できます。ただし、リソース・タイプ名はアプリケーション・グループ内で重複し

ないものにする必要があります。詳細については「アプリケーション・グループ」

と「リソース・タイプ」セクションを参照してください。 

2. arkitectツールを使用して、基本的なリカバリー・キットを作成します。詳細につい

ては「arkitectツールの使用法」セクションを参照してください。arkitectツールを使

用しない場合は、次のようにする必要があります。 

• LifeKeeperディレクトリにリカバリー・キット用のサブディレクトリを作成し、

steeleye-lkEXTENDERパッケージに付属する各テンプレート・リカバリー・キッ

ト・コンポーネントをそこにコピーします。詳細については「コンポーネント・

ディレクトリ」セクションを参照してください。 

• リカバリー・キットのパッケージを作成し、クラスタ内の複数のサーバにイン

ストールします。 

3. デバッグ用に新しいタイプのリソースを作成します。 

4. スクリプトがコマンド・ライン引数を正しく解析し、変数値を設定するか確認しま

す。LifeKeeper Extenderに付属するテンプレート・スクリプトには、コマンド・ライ

ン引数を解析し、変数を設定するコードが含まれています。テスト用のインスタン

スに対してLifeKeeperの操作を行い、各スクリプトが正しく呼び出されるか確認する

必要があります（たとえば、リソースをサービス中にして、restoreスクリプトをテ

ストします）。詳細については「リカバリー・キットのテスト」セクションを参照し

てください。  

5. スクリプトをカスタマイズしてテストします。リカバリー・キットを作成するアプリ

ケーションに固有のコードを追加します。これには、GUIコンポーネント用の確認ま

たは値入力スクリプトの開発も含まれます。詳細については「GUIコンポーネント」

と「LifeKeeper Javaクラス」セクションを参照してください。「トラブルシューティ

ング」で説明されているプログラム作成とデバッグのヒントを参照してください。 

6. デバッグ用のリソース・インスタンスとファイルをすべて LifeKeeper から削除します。 

7. スクリプトをバックアップして、リカバリー・キットのパッケージを作成し、クラ

スタ内の複数のサーバに再インストールします。 

8. リソースを作成して、クラスタ内の別のサーバに拡張します。 
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Generic Application Recovery Kit からの移行 

前述の手順と同じ手順に従って、LifeKeeper Core に含まれる Generic Application Recovery 
Kit から移行し、EXTENDER を使用してアプリケーション用にカスタマイズした新規リ

カバリー・キットを作成できます。ただし、手順 2 で arkitect ツールを使用してリカバ

リー・キットを作成した後に、新規リカバリー・キットの該当スクリプトを Generic 
Application Recovery Kit の restore、remove、quickCheck（オプション）、recover（オプ

ション）の各スクリプトで置き換えるか、マージします。  

arkitect ツールの使用法 

arkitect ツールは、ユーザが指定した設定ファイルに基づいてテンプレートリカバリー・

キットを作成します。arkitect ツールは、設定ファイルを解析し、設定ファイルで指定さ

れた値に基づいてテンプレート・リカバリー・キット・コンポーネントを作成し、その

リカバリー・キット・コンポーネントを LifeKeeper ツリーにインストールし、アプリケー

ション・グループとリソース・タイプを作成して、テストを容易にします。デフォルト

では、テンプレート・リカバリー・キットには、ファイル・システムの従属関係が 1 つ

だけ含まれます。すなわち保護するアプリケーションは共有ファイル・システム上にあ

る必要があります。作成したリカバリー・キットはユーザがこれ以上修正しなくても機

能します。ただし、arkitect ツールは、作業用のプロトタイプを作成して、それをユーザ

が直接修正する場合に も有効です。 

テンプレート・リカバリー・キットの作成に加えて、arkitect ツールは、Red Hat Package 
Manager（RPM）を使用したリカバリー・キット・パッケージを作成する機能も備えて

います。 

所在 
arkitect ツールは$LKROOT/Extender ディレクトリにインストールされます。$LKROOT
は、サーバの LifeKeeper インストール・ディレクトリを示します。デフォルトでは、こ

のディレクトリは/opt/LifeKeeper です。 

設定ファイルの記述形式 
デフォルトの設定ファイルは、$LKROOT/Extender ディレクトリにインストールされます。

設定ファイルの記述形式は次のとおりです。 

EXTENDER_VERSION=<値> 
<全体的な置換> 
Create= 
 <作成の定義> 
Extend= 
 <拡張の定義> 
 
設定ファイルの 1 行目に指定された EXTENDER_VERSION は必須です。また、移動も

削除もしてはいけません。コメントの開始は「#」によって示され、物理行の行末まで

がコメントになります。   

次に、設定ファイルの全体的な置換部と GUI コンポーネント（作成と拡張）の定義部に

ついて説明します。 
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全体的な置換 
置換は次の形式で記述します。 

<変数>=<値> 

低でも、MYAPP、MYRES および MYEVENT_NAME という 3 つの変数を設定ファイ

ルの全体的な置換部に定義する必要があります。その他の変数にはデフォルト値が存在

し、必須ではありません。 

設定ファイルの全体的な置換部は、たとえば次のようになります。 

MYAPP=myapp 
MYRES=myres 
MYEVENT_NAME=recover 
VENDOR=My Company Name 
PACKAGE_NAME=myapp_myresLKRK 

 
次の表で有効な変数名について説明します。 

変数 説明 デフォルト 

MYAPP リカバリー・キットのアプリ

ケーション・グループ名 
myapp（必須） 

MYRES リカバリー・キットの 
リソース・タイプ名 

myres（必須。アプリケーショ

ン・グループ内で重複しては

いけない） 

MYEVENT_NAME このリソース・タイプのデ

フォルト・イベントの名前。

また、このイベント用に実行

するスクリプトの名前。 

recover（必須） 

PACKAGE_NAME リカバリー・キットの RPM
パッケージ名 

myapp_myresLKRK 

VERSION リカバリー・キットの RPM
パッケージのバージョン 

1 

RELEASE リカバリー・キットの RPM
パッケージのリリース 

1 

KIT_NAME リカバリー・キット名 myres 

KIT_DESCRIPTION リカバリー・キットの説明 "No description available" 

COPYRIGHT_YEAR リカバリー・キットの 
著作権年 

[現在の年] 

VENDOR リカバリー・キットを作成し

た会社名 
"SteelEye Technology, Inc." 

 

URL リカバリー・キットを作成し

た会社の URL 
http://www.steeleye.com/

DESTINATION_DIRECTORY テンプレート・リカバリー・

キットを作成するディレクト

リのパス 

定義されていない場合、リカ

バリー・キットのスクリプト

は、MYAPP 変数と MYRES 変

数の値に基づいて LifeKeeper
ディレクトリ・ツリーにイン

ストールされます。  
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GUI コンポーネントの定義 
LifeKeeper GUIには、リカバリー・キットでアプリケーション固有のダイアログ・ウィ

ザードを定義できる標準のJavaクラスが用意されています。各手順は、Javaビーンと呼

ばれるオブジェクト・モデルに従っています。詳細については、「GUIコンポーネント」

と「LifeKeeper Javaクラス」セクションを参照してください。 

作成の定義部は Create=というキーワードで始まります。これ以降、Extend=という

キーワードが登場するまでの行が作成の定義部と見なされます。作成の定義が存在しな

い場合でも、全体的な置換部のあと、拡張の定義部の前に Create=を記述する必要が

あります。 

この部分でユーザが定義したビーンに加えて、3 つのビーンが作成プロパティ・ファイ

ルの 後にデフォルトで追加されます。これらのビーンは、 

• ユーザに共有ファイル・システムのパスの指定を求めます。 

• ユーザにリソース・タグの指定を求めます。 

• create_hier スクリプトを呼び出してリソースを作成します。 

したがって、ユーザはタグ名や共有ファイル・システムのパスの入力を求めるビーンを

定義してはいけません。 

拡張の定義部は Extend=というキーワードで始まります。これ以降、ファイル末まで

の行が拡張の定義部と見なされます。拡張の定義が存在しない場合でも、作成の定義部

のあとに Extend=を記述する必要があります。 

この部分でユーザが定義したビーンに加えて、リソース・タグの入力を求めるビーンが

1 つ拡張プロパティ・ファイルの 後にデフォルトで追加されます。 

注：LifeKeeper Hierarchy Extend Managerは自動的に呼び出されるため、Hierarchy Extend 
Managerを実行する別のビーンは必要ありません（作成時とは異なります）。 

ビーンの設定 
ビーンの定義で必須の部分は、入力フィールドについて説明するラベルだけです。この

ラベルには空白を含めることができます。次の例では、デフォルトの arkitect 設定ファ

イルの作成の定義部で 3 つのビーンを定義し、拡張の定義部で 1 つのビーンを定義して

います。 

Create= 
 Network Interface 
 Port Number 
 Config File Location 
Extend= 
 Executable Location 
 
ビーンのラベルの指定に加えて、ヘルプ・テキストや初期値などの別のプロパティを指

定することもできます。このようなプロパティは、そのビーンのラベルのあと、次のビー

ンのラベルの前に指定します。プロパティの設定には次の構文を使用します。 

<キーワード> = <値> 
 
指定可能なビーンのプロパティについては、「LifeKeeper Javaクラス」セクションにまと

められています。次の例では、arkitect設定ファイルの作成の定義部で 3 つのビーンを指

定して、さまざまなプロパティを設定しています。 

注：現行バージョンのarkitectツールにおける解析の問題のため、以下の例のバリデータ

はarkitect設定ファイルの 1 行として実装される必要があります。  
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Create= 
 Network Interface 
  choice1=eth0 
  choice2=eth1 
 Port Number 
  initialValue=1025 
 Config Location 
  class=TextFieldForPath 
  valid=run if [ -f $Config_Location ]; then ¥ 
   echo "$Config_Location doesn't exist">&2; ¥ 
   exit 1; fi; exit 0 
Extend= 
 Executable Location 
  help=Enter the path to the executable. 
 

スクリプトを使用して、プロパティの値を動的に設定することもできます。ビーンの実

行環境内でスクリプトを使用するにあたっては、いくつか考慮すべき重要な点がありま

す。 

• スクリプト名の前に run を指定する必要があります。 

• スクリプトはフルパス名で指定する必要があります。 

• スクリプトに対するパラメータを指定する必要があります。 

• ビーンの値は、ビーンのラベル中の空白をすべてアンダースコア（_）に置き換えて、

先頭にドル記号（$）を付けた形式で参照できます。 

• RPM パッケージを作成する前に、テンプレート・リカバリー・キットの admin ディ

レクトリにユーザの作成したスクリプト（GUI コンポーネント用の確認スクリプト

や値入力スクリプトなど）をコピーする必要があります。 

 
次の例では、スクリプトを使用して、有効なポート番号が入力されたかを判断していま

す。 

注：現行バージョンのarkitectツールにおける解析の問題のため、以下の例のバリデータ

はarkitect設定ファイルの 1 行として実装される必要があります。  

Create= 
 Port Number 
  valid=run ¥ 
 $LKROOT/lkadm/subsys/myapp/myres/bin/valid $Port_Number 
 
ユーザが Port Number ビーンに入力した値は変数、$Port_Number に格納されていること

に注意してください。ユーザが作成したスクリプトのパスは 
$LKROOT/lkadm/subsys/myapp/myres/bin です。ここで、myapp と myres はユーザのアプリ

ケーション・グループとリソース・タイプで、LKROOT は/etc/defaults/LifeKeeper で定義

されています。 
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arkitect ツールの実行 
設定ファイルをカスタマイズしたあと、次のコマンドを入力してテンプレート・リカバ

リー・キットを作成します。 

$LKROOT/Extender/arkitect -c <設定ファイルのパス> 
 
ここで<設定ファイルのパス>は arkitect ツールの設定ファイルのフルパス名です。 

これにより設定ファイルが解析され、設定ファイルで指定された値に基づいてテンプ

レート・リカバリー・キットが作成されます。テンプレート・リカバリー・キットが作

成されたあと、次の例のように、ファイルの場所についてメッセージが出力されます。 

A template recovery kit has been generated.The files can be found in the 
following locations: 
pkg - /tmp/Extender/MyRecoveryKit/pkg 
admin - /tmp/Extender/MyRecoveryKit/src/admin 
action - /tmp/Extender/MyRecoveryKit/src/action 
recovery - /tmp/Extender/MyRecoveryKit/src/recovery 
gui - /tmp/Extender/MyRecoveryKit/src/gui 
 
To make an RPM for this recovery kit, cd to the directory:  
/tmp/Extender/MyRecoveryKit 
And type make package. 
 
設定ファイルで DESTINATION_DIRECTORY が定義されていない場合、arkitect によって

テンプレート・リカバリー・キット・コンポーネントが LifeKeeper ツリーにインストー

ルされ、アプリケーション・グループとリソース・タイプが作成されて、テストが容易

になります。設定ファイルに DESTINATION_DIRECTORY が指定されている場合、リカ

バリー・キット・コンポーネントは指定のディレクトリのサブディレクトリにインス

トールされ、アプリケーション・グループとリソース・タイプは作成されません。

app_create(8)コマンドと typ_create(8)コマンドを使用して、手動で作成する必要があり

ます。 

arkitect ツールによってインストールされたテンプレート・リカバリー・キットを削除す

るには、次のコマンドを入力します。 

$LKROOT/Extender/arkitect -r <設定ファイルのパス> 
 
ここで<設定ファイルのパス>は、リカバリー・キットのインストールに使用された

arkitect ツールの設定ファイルのフルパス名です。ユーザ定義のスクリプトがリカバ

リー・キットのディレクトリに追加されている場合、そのスクリプトは削除されず、

arkitect ではスクリプトが存在するディレクトリを削除できません。また、設定ファイル

で DESTINATION_DIRECTORY が指定されている場合も、arkitect ではリカバリー・キッ

トのアプリケーション・グループまたはリソース・タイプを LifeKeeper 設定データベー

スから削除できません。typ_remove(8)コマンドと app_remove(8)コマンドを使用して、

手動で削除する必要があります。 
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Red Hat Package Manager（RPM）を使用したリカバリー・ 
キット・パッケージの作成 

テンプレート・リカバリー・キット作成後、RPM パッケージを作成する前に、リカバ

リー・キットの admin ディレクトリにユーザの作成したスクリプト（GUI コンポーネン

ト用の確認スクリプトや値入力スクリプトなど）をコピーする必要があります。RPM を

使用してリカバリー・キット・パッケージを作成するには、arkitect ツールで作成したリ

カバリー・キット・ディレクトリに cd して、次のコマンドを入力します。 

make package 

make が完了すると、RPM パッケージの場所に関するメッセージが出力されます。RPM
パッケージをインストールすると、テンプレートとユーザが作成したファイルが正しい

場所にインストールされ、必要に応じて、新しいアプリケーション・グループとリソー

ス・タイプが作成されます。 

arkitect ツールを使用して、リカバリー・キットの RPM パッケージを作成する方法の詳

細については、arkitect によって作成されたリカバリー・キット・ディレクトリにある

README.txt ファイルを参照してください。RPM の詳細については、rpm(8)のマニュア

ル・ページまたは Web サイト（http://www.rpm.org）を参照してください。 
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リカバリー・キットのテスト 
リカバリー・キットが正しく動作し、正しい出力を行い、エラーがないことを検証する

ために、次の項目をテストすることを推奨します。 

1. [ ] リカバリー・キットのアプリケーションとリソース・タイプのリソース階層を作

成し、それをバックアップ・サーバに拡張します。 

2. [ ] GUI にリソース階層と従属関係が正しく表示されるか確認します。LifeKeeper イ

ベントに対応して設定の表示が非同期に変化するか確認します。リソースとサー

バのプロパティ・ダイアログに正しい情報が表示されるか確認します。  

3. [ ] GUI コンポーネント用の確認スクリプトと値入力スクリプトに対して ネガティ

ブ・テストを実行します。 

4. [ ] アプリケーション・リソース階層を手動でバックアップ・サーバに切り替えて、

それでもクライアントがアプリケーションにアクセスして使用できるか確認しま

す（再接続が必要なことがあります）。手動でスイッチバックを実行します。 

5. [ ] プライマリ・サーバの電源を落とし、バックアップ・サーバでアプリケーション

のリカバリーを確認して、アプリケーション・フェイルオーバを実際にテストし

ます。  

6. [ ] リカバリー処理に、保護されたアプリケーションの監視とローカル・リカバリー

が含まれる場合は、アプリケーション・レベルでエラーを起こして、リソース階

層がローカルに回復されるか確認します。ローカル・リカバリーが失敗するよう

なことをして、リソース階層がバックアップ・サーバで回復されるか確認します。 

7. [ ] クラスタにサーバが 3 台以上存在する場合は、カスケーディング・リカバリーを

テストし、優先順位の高いサーバ 2 台に同時に障害を発生させて、リソース階層

が残りのサーバで回復されるか確認します。 

8. [ ] 強制的にアプリケーションに障害を発生させ、監視スクリプトがその障害を検出

し、正しい sendevent を発行するか確認します。 

9. [ ] アプリケーション障害後にローカル・リカバリー・スクリプトが実行され、障害

が発生したアプリケーションがリカバリーされるか確認します。 
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トラブルシューティング 

Java プロパティ・ファイルのデバッグ 

リカバリー・キットの Java プロパティ・ファイルのデバッグを容易にするために、trace
プロパティを true に設定することができます。デフォルト値は false です。ビーンのト

レース出力は Java コンソールに出力されます。  

トレース情報を表示するには、標準 Java 環境に含まれる Java コンソールを有効にする

必要があります。 

実行ビーンのトレース情報の一部は、GUI サーバ・ログにも記録されます。GUI サーバ・

ログは、LifeKeeper の GUI 付き lk_log(8)コマンドで、GUI ログを引数に指定して表示で

きます。たとえば、GUI ログの 後の 100 行を表示し、ログの更新内容を引き続き出力

するには、「lk_log -t 100 -f GUI」と入力します。 

さらに、C_LKExecutionBean で実行されるコマンドでは、set -x を使用してシェル・トレー

スを有効にできます。このトレース出力は実行ビーンの出力領域に表示されます。 

注：Javaプロパティ・ファイルを変更したあとは、LifeKeeper GUIクライアントを再起動

する必要があります（または、リソース・タイプを削除してから再作成して、LifeKeeper 
GUIクライアントに強制的にリソースのプロパティ・ファイルの再読み込みを行わせま

す）。 

リカバリー・キット・シェル・スクリプトのデバッグ 

カスタマイズしたリカバリー・キット・シェル・スクリプトのデバッグを容易にするた

めに、次の手法を使用して、実行順序を 1 行ずつトレースすることができます。 

1. スクリプトの先頭に、「set -x」を追加します。 

2. スクリプトの名前を変更します（例：restore を restore1 に変更）。 

3. 名前を変更したスクリプトを呼び出して、その出力をデバッグ・ファイルにリダイ

レクトする新しいスクリプトを元の名前で作成します。たとえば、restore スクリプ

トの名前を restore1 に変更したあと、次のような新しい restore スクリプトを作成し

ます。 

echo --- $* --- >> restore_dbg.txt 
$LKROOT/subsys/<アプリケーション>/resources/<リソース・タイプ> 
/actions/restore1 $* 2>> restore_dbg.txt 
exit $? 

4. LifeKeeper が新しいスクリプトを呼び出す操作を実行します。 

5. 出力ファイルを表示して、名前を変更したスクリプトの実行結果を確認します。 

6. スクリプトのデバッグ後、名前を変更したスクリプトを元の名前に戻し、 
「set -x」の行と一時的なデバッグ・コードを削除します。 
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エラー処理と終了処理 

• prfuncs(5)を使用して、リカバリー・キット・スクリプトのメッセージまたはエラー

を LifeKeeper ログ・ファイル、TTY、またはシステム・コンソールに出力します。

フェイルオーバ時に LifeKeeper Coreによって呼び出されるすべてのスクリプトの先

頭と 後でメッセージをログに記録しておくと、デバッグ時に役立ちます。 

• quickCheck スクリプトで、チェック実行時に必ずしもアプリケーション・エラーで

はないエラーが発生した場合、ゼロでない値で終了してはいけません。アプリケー

ションが正しく動作しているかはっきりしない場合は、適切なエラー・メッセージ

をログに記録して、0 を返します。これによって、間違ったフェイルオーバが防止

されます。 

• リカバリー・キットのスクリプトはすべて、ある程度の時間が経過した時点で終了

する必要があります。なんらかの予想外の理由からスクリプトが無限ループに入っ

たりハングしたりすると、リカバリー・キットと LifeKeeper 全体の動作に悪影響が

及びます。たとえば、リカバリー・キットの quickCheck スクリプトや restore スクリ

プトが終了しない場合、リカバリー・キットのフェイルオーバ操作は完了せず、保

護されたリソースは使用できなくなります。ときには、この種の問題によって、別

の LifeKeeper プロセスがハングしたり、動作を続行できなくなったりすることもあ

ります。このような場合は、LifeKeeper を再起動する必要があります。 
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付録：ローカリゼーション 
LifeKeeper for Linuxでは、リソース名とタグ名にマルチバイト文字を使用できますが、

ネイティブ言語によるメッセージはサポートされていません。つまり、LifeKeeper Core
から取得される文字列、ログ・ファイルなどは国際化されておらず、したがってローカ

ライズはできません。LifeKeeper GUIは国際化されています。ただし、LifeKeeper Core
ソフトウェアが完全に国際化されるまでは、GUIの国際化とローカライズはユーザに

とって部分的な解決にしかなりません。 

LifeKeeper GUI のローカライズ 

デフォルトでは、すべての GUI テキスト文字列とヘルプ・ファイルは、 
$LKROOT/htdoc/com/steeleye/LifeKeeper/locale にインストールされ、ロケールが米国英語

の文字列を含む Java プロパティ・ファイルを使用して読み込まれます（『Online Product 
Manual』を除いて、約 40 ファイル、2,600 行です）。$LKROOT は、サーバの LifeKeeper
インストール・ディレクトリを示します。デフォルトでは、このディレクトリは 
/opt/LifeKeeper です。 

LifeKeeper GUI とリカバリー・キットの GUI コンポーネントをローカライズするには、

次の手順に従います。   

1. 次のいずれかの形式で、$LKROOT/htdoc/com/SteelEye/LifeKeeper/locale に新しいファ

イルを作成します（ここで、basename は元のファイルの「ルート」名です）。  

basename_language.properties 

basename_language_country.properties 

basename_language_country_variant.properties 

言語コードは有効な ISO 言語コードです。言語コードは小文字 2 文字のコードで、

ISO-639 で定義されています。国コードは有効な ISO 国コードです。国コードは大

文字 2 文字のコードで、ISO-3166 で定義されています。 

たとえば、Java プロパティ・ファイル、MyResources_en_US で定義された文字列用

として、次のようなローカライズされたファイルを作成します。 

MyResources_fr.properties（フランスのロケールと言語を指定） 

MyResources_fr_CA.properties（カナダ・フランス語を指定） 

注：指定のロケールについて、原型のプロパティ・ファイルはいずれも必要です。

たとえば、basename.language_country_variant.propertiesを提供する場合、 
「language_country」と「language」について 2 つの原型ファイルも存在する必要があ

ります。存在しない場合、Javaリソース・バンドル検索機能が正常に動作しません。

ただし、「language_country」レベルにローカリゼーションを提供する必要しかない

場合は、「language」ファイルのみが存在する必要があります。 

2. ローカライズする必要のあるプロパティ・ファイルの基本的フォーマットは次のと

おりです。 

<タグ> = <ローカライズ文字列> 

タグは、表示または使用する文字列を関数が検索するのに使用される汎用的テキス

トです。ローカライズ文字列はローカライズする必要のあるテキストを表わします。

必要に応じて各タグのローカライズ文字列を翻訳します。ローカライズ作業を行う

前に、ファイル内のコメントをよく読んでください。ローカライズしてはいけない
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文字列を含むファイルもあります。ローカライズしない文字列はファイルから削除

しておきます。 

注：すべての行を翻訳する必要はありません。特定の言語、国、言語変種用に変更

する必要のある文字列だけを翻訳します。たとえば、MyResources_fr_CA.properties
には、MyResources_fr.propertiesで定義された文字列の一部を記述できます。ロケー

ルに対応するプロパティ・ファイルに文字列が見つからない場合、指定のロケール、

現在のデフォルト・ロケール、basenameを基準として、自動的に原型のプロパティ・

ファイルが検索されます。 

たとえば、現在のデフォルト・ロケールが en_US で、呼び出し元が必要としている

ロケールが fr_CA、basename が MyResources であった場合、次の順序でファイル内

の文字列が検索されます。 

MyResources_fr_CA 

MyResources_fr 

MyResources_en_US 

MyResources_en 

MyResources 

3. プロパティ・ファイルに、ISO8859-1 以外で文字符号化されたローカライズした文

字列が含まれる場合、ISO8859-1 に変換する必要があります。ISO8859-1 コード・セッ

トではない文字は、表記法\uxxxx に従って Unicode 文字として表示されます。ここ

で、xxxx は Unicode での 16 進表現の文字です。native2ascii ツール（JDK の一部）を

実行し、プロパティ・ファイルをこの形式に変換します。詳細については次のリン

クにアクセスしてください。 

http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/tooldocs/solaris/native2ascii.html

4. ローカライズされたファイルをパッケージ化し、対応するベース・ファイルと同じ

場所の$LKROOT/htdoc/com/steeleye/LifeKeeper/locale の下にインストールされるよう

にします。パッケージは再配置可能にする必要があります。ローカライズしたファ

イルを使用して GUI を実行するすべての LifeKeeper サーバを更新します。 

関連リンク 

注： 新版のLifeKeeper for Linuxのローカリゼーション情報とSoftware Development Kit
（EXTENDER）のドキュメントは、SteelEye Technology, Inc.のWebサイト

http://www.steeleye.com/supportで入手できます。 

PropertyResourceBundleクラスと Properties クラスに関するドキュメントは次の Web サイ

トで入手できます。 

http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/util/PropertyResourceBundle.html

http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/java/util/Properties.html

Java プロパティ・ファイルの構文の詳細については、前述のリンクの「load」リンクお

よび「store」リンクを参照してください。 
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native2ascii ツールのマニュアル・ページは、次の Web サイトで入手できます。 

http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/tooldocs/solaris/native2ascii.html

プロパティ・ファイルの編集/保守に使用できるツールは、次の Web サイトで入手でき

ます。 

http://www-106.ibm.com/developerworks/library/j-rbmgr

http://www.alphaworks.ibm.com/tech/rbmanager

http://falconet.inria.fr/~java/tools/irm/docs/jirm.html

Online Product Manual 

『Online Product Manual』は steeleye-lkHLP パッケージで提供されており、約 300 の HTML
ファイルが$LKROOT/htdoc/help にインストールされ、GUI のメイン・メニューの[Help]
から参照できます。このファイルをローカライズするには、GUI が参照するファイル名

も変更する必要があります。ファイル名は HelpBundle.properties ファイルに記述されて

います。 

このHTMLファイルは、eHelp Corporation（旧Blue Sky Software）のRoboHELP Officeを使

用して作成されています。この形式の『Online Product Manual』を翻訳できる製品につ

いては、http://www.trados.comまたはhttp://www.trados.co.jp/を参照してください。 
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