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管理ガイド 

 

はじめに 

LifeKeeper® for Linux NFS Server Recovery Kit は、LifeKeeper 環境でネットワーク・ファ

イル・システム（NFS）ソフトウェアの障害回復能力を高めます。プライマリ NFS サー

バに障害が発生した場合には、人手の介入なしに迅速に指定のバックアップ・サーバで

システムをリカバリーすることが可能です。 

本書の内容 

本書は以下のトピックについて説明しています。  

• LifeKeeperのドキュメント。LifeKeeper for Linuxの全ドキュメントの一覧と入手方法。 
• 要件。Apache Web Server Recovery Kitをインストールおよびセットアップするには、

サーバが一定のハードウェア／ソフトウェア要件を満たしている必要があります。

LifeKeeper NFS Server Recovery Kitの具体的なインストール／アンインストール方法

については、『LifeKeeper for Linuxプランニングおよびインストールの手引き』を参

照してください。 
• LifeKeeperでのNFS Serverの設定。必要とする保護と柔軟性が得られるように

LifeKeeperを設定するには、設定ルールを把握している必要があります。設定を適切

にプランニングするには、ネットワーク構成、インタフェースの選択、ユーザのシ

ステム設定、階層オプション、NFS設定作業についての理解が必要です。この「要

件」セクションでは、設定のプランニングだけでなく、設定の例を示し、Recovery 
Kitを設定するために必要な特定のタスクについて説明します。 

• トラブルシューティング。このセクションでは、情報メッセージとエラー・メッセ

ージ、および推奨される対処方法の一覧を示します。  

LifeKeeper のドキュメント 

以下は、SIOS Technology Corp が発行している LifeKeeper 関連ドキュメントの一覧です。 

• LifeKeeper for Linux リリース・ノート 
• 『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 プランニングおよびインストールの手引き』 
このドキュメントは、他の LifeKeeper Recovery Kit に関連するドキュメントと共に、次

のサイトからオンラインで入手できます。  

http://us.sios.com/support 
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参考資料 

以下は LifeKeeper NFS Server Recovery Kit に関連する参考文書の一覧です。 

• NFS オンライン・ドキュメント 
• 『Managing NFS and NIS』、Hal Stern、O'Reilly & Associates, Inc、1991 年 
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要件 

要件 

NFS Server Recovery Kit のインストール／アンインストールを試みる前に、パッケージの

ハードウェア／ソフトウェア要件とインストール／アンインストールの手順を理解して

おく必要があります。 

キットのハードウェア／ソフトウェア要件 

LifeKeeper NFS Server Recovery Kit をインストールして設定する前に、次の要件を満たし

ていることを確認します。 

• サーバ Recovery Kit を使用するには、製品出荷媒体に付属する『LifeKeeper Online 
Product Manual』と『LifeKeeper リリース・ノート』で説明されている要件に従って

2 つ以上のサーバを設定しておく必要があります。対応している Linux ディストリビ

ューションについては、『リリース・ノート』を参照してください。 
• LifeKeeper ソフトウェア各サーバに同じバージョンの LifeKeeper ソフトウェアとパ

ッチをインストールする必要があります。詳細な LifeKeeper の要件については、

『LifeKeeper リリース・ノート』と『LifeKeeper Online Product Manual』を参照して

ください。 

• LifeKeeper IP Recovery Kit 各サーバの LifeKeeper IP Recovery Kit のバージョンは同じ

にする必要があります。 

• IP ネットワーク・インタフェース各サーバは、イーサーネット TCP/IP をサポートす

るネットワーク・インタフェースを 1 つ以上必要とします。IP 切り替えが正しく作

動するには、ローカル・ネットワークに接続したユーザ・システムが標準 TCP/IP 仕

様に準拠している必要があります。 
注：各サーバが必要とするネットワーク・インタフェースが 1 つだけであっても、

異種メディア要件、スループット要件、シングル・ポイント・オブ・フェイルの排

除、ネットワークのセグメンテーションといった多くの理由のために、複数のイン

タフェースを使用すべきです。 

• TCP/IP ソフトウェア各サーバは TCP/IP ソフトウェアも必要とします。 
• nfs-utils ソフトウェア。各サーバでは、LifeKeeper と LifeKeeper NFS Server Recovery 

Kit の構成に先だって、nfs-utils パッケージの高可用性バージョンをインストールし

て構成しておく必要があります。各サーバに同じバージョンをインストールする必

要があります。  
nfs-utils は、LifeKeeper インストール・サポート CD に含まれており、この CD のイ

ンストール時に nfs-utils パッケージをインストールするように選択します。インスト

ール・サポート CD には、各種 Linux ディストリビューションに対応したこのパッケ

ージの各種バージョンが収録されています。システムに合ったバージョンをインス

トールしてください。さらに、init スクリプト NFS ロック（/etc/init.d/nfslock）およ

び NFS サーバ（Linux ディストリビューションに応じて/etc/init.d/nfs または

/etc/init.d/nfsserver）がシステム・ブート時に自動的に起動されるように構成する必要

があります。-{}-   
•  
• Linux カーネル・バージョン 2.4.21 以上。このバージョンの NFS Server Recovery Kit

では、特別な NFS エクスポート・オプション（「fsid」）を使用します。これは、

2.4.21 以降（2.6.x を含む）のカーネルでのみ実装されています。LifeKeeper を使用し
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て NFS を保護するときに、カーネル・バージョンが 2.4.21 より前である場合は、旧

4.5 バージョンの LifeKeeper NFS Server Recovery Kit を使用できます（これは fsid NFS
エクスポート・オプションに依存しません）。 

• LifeKeeper NFS Server Recovery Kit の具体的なインストール／アンインストール方法

については、『LifeKeeper for Linux プランニングおよびインストールの手引き』を参

照してください。 
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概要 

LifeKeeper for Linux NFS Server Recovery Kit 

NFS Server Recovery Kit は、Filesystem Recovery Kit（steeleye-lk パッケージの一部として

提供）および IP Recovery Kit（steeleye-lkIP）と階層的に連携して、高可用性 NFS サービ

スを実現します。 

NFS Server Recovery Kit は、IP リソースと共有マウント・ポイントを含むファイル・シ

ステム・リソースがクラスタ内の同じサーバで常にサービス中であることを保証します。

LifeKeeper が保護する IP リソースを使用してファイル・システムをマウントするクライ

アントは、実際のエクスポート・サービスが手動で、または障害に対する対処としてク

ラスタ内のサーバ間で切り替えられても、事実上中断なしにボリューム上のファイルの

処理を継続できます。クライアントのリカバリー時間は、クライアントと NFS サーバ間

の相互作用によって異なります。TCP における NFS のリカバリー時間は、UDP における

NFS のリカバリー時間と比べると、かなり「長いことがあります」。 

切り替えまたはフェイルオーバを実行している間、ファイル・システム上のファイルは

すべて一時的に使用できなくなりますが、リソースの転送が完了すると再び使用可能に

なり、クライアント側に切り替えは意識されません。切り替えの場合、これには 5～30
秒かかります。フェイルオーバの場合、リカバリー時間は、ファイル・システムの修復

にかかる時間に左右されます。ディスク・ボリュームは、障害に極めて強く、数秒で修

復が可能なジャーナリング・ファイル・システム（JFS）でフォーマットすることを強く

推奨します。 

Linux ファイル・システム（ext2）をファイル・システムとして使用することもできます

が、この場合、フェイルオーバにかかる時間はずっと長くなります。 
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LifeKeeper における NFS サーバの設定 

本セクションでは、LifeKeeper for Linux NFS Server Recovery Kit の設定作業について、典

型的な LifeKeeper NFS 構成例も含めて、説明します。NFS Server Recovery Kit の設定と

管理を開始する前に考慮すべき事項についても記載しています。  

LifeKeeper Core リソース階層の設定方法については、『LifeKeeper Online Product 
Manual』を参照してください。 

NFS 

次の表は、NFS Server Recovery Kit で重要な NFS ファイル、コマンド、デーモンについ

て説明しています。 
 

NFS コンポーネント 説明 

exports(5) (/etc/exports) NFS クライアントにエクスポートされたファイル・シ

ステムのアクセス制御リスト。ファイルの各行に、エ

クスポート・ポイント、ファイル・システムをマウン

ドできるクライアントのリスト（オプション）、マウン

ト・パラメータのリスト（オプション）が記述されて

います。 

注：LifeKeeper が保護する NFS リソースを作成する

と、ファイル・システムのエクスポート情報は exports
ファイルから削除され、LifeKeeper によって管理されま

す。NFS リソースを削除すると、exports ファイルのエ

クスポート情報が復元されます。 

/var/lib/nfs/etab NFS にエクスポートしたファイル・システムの現在の

表を含むファイル。このファイルは exportfs コマンド

によって管理され、ユーザがこのファイルを直接編集

することはありません。 

注：バックアップ・サーバで NFS リソースのサービス

を再開すると、その NFS ファイル・システムは、プラ

イマリ・サーバの etab ファイルから削除され、バック

アップ・サーバの etab ファイルに挿入されます。  

exportfs(8) 
(/usr/sbin/exportfs) 

/var/lib/nfs/etab のエクスポートされたファイル・システ

ムの表を管理するコマンド。 

rpc.mountd(8) 
(/usr/sbin/rpc.mountd) 

マウント要求を認証し、クライアントにファイル・シ

ステムのマウントを許可する場合にはファイル・ハン

ドルを返すデーモン。 

rpc.nfsd(8)  
(/usr/sbin/rpc.nfsd) 

クライアントのファイル・システム要求を処理するデ

ーモン。 

rpc.quotad(8) 

(/usr/sbin/rpc.rquotad) 

NFS 経由でリモート・マウントされたローカル・ファ

イル・システムのユーザのクォータを返す rpc サーバ。 

rpc.lockd(8) 

(/sbin/rpc.lockd) 

クライアントのファイル・ロック要求を処理するデー

モン。 
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NFS コンポーネント 説明 

rpc.statd(8) 

(/usr/sbin/rpc.statd) 

NFS クライアントとサーバのステータスをモニター

し、ステータスを通知するデーモン。このデーモン

は、NFS ファイル・ロックを適切に機能させるため

に、実行しておく必要があります。 

 

エクスポートの考慮事項 

特定のエクスポートされたファイル・システムに対する LifeKeeper の保護は、exports(5)
のマニュアル・ページで説明されている形式のエクスポート・オプションによって決ま

ります。特に、ホスト制限のフォーマットに注意してください。正当なホスト制限は、

単独ホスト、ネットグループ、ワイルドカードで指定されたホスト名およびネットマス

クの 4 つのみです。  

特に、ワイルドカードで指定された IP アドレス（172.13.4.*など）は不正であり、切り

替えまたはフェイルオーバでファイル・ハンドルの陳腐化を招く恐れがあります。

exportfs -v を実行してエクスポートの記述とマニュアル・ページに説明されているフォ

ーマットを手動で比較し、極めて慎重にチェックする必要があります（残念なことに、

exportfs ではチェックできず、一部の不正なエクスポート・フォーマットを受け入れて

しまいます）。 

NFS ファイル・ロックのフェイルオーバ 

NFS Server Recovery Kit は、NFS クライアントによるファイル・ロックをフェイルオーバ

できます。ファイル・ロックのフェイルオーバを有効にするには、/etc/default/LifeKeeper
内の次の項目を修正する必要があります。 

FAILOVERNFSLOCKS=false 

これを次のように変更します。 

FAILOVERNFSLOCKS=true 

注：現在、リカバリー・キットは、NFS クライアント接続に複数の仮想 IP アドレスが使

用されている場合には、ファイル・ロックを保護できません。（この制限は、statd デー

モンが複数の IP アドレスからのステータス通知を送信できないことが原因です。statd デ

ーモンは、特定サーバの全 NFS クライアントへの通知送信を担当するため、ステータス

通知をすべての IP アドレスのクライアントへ送信できる必要があります。）この制限に

は、アクティブ／アクティブ設定が含まれます。さらに、SUSE Linux Enterprise Server 9
上および SUSE Linux Enterprise Server 10 の 2.6 カーネルの初期バージョンでは、

rpc.statd 関数がユーザ・プロセスとしてではなく、カーネルに対して内部で実行される

ので、LifeKeeper はこの時点のこの Linux ディストリビューションではロックのフェイ

ルオーバを提供できません。 

RPC.MOUNTD 再起動 

複数の NFS リソース階層 rpc.mountd がある特定の条件下では、使用可能なエクスポート

の一覧を適切に公表できません。そのため、復元時の NFS Recovery Kit は停止し、

rpc.mount を再開して、エクスポートの適切な一覧をすべてのクライアントが利用できる

ようにします。rpc.mount を停止し、再開するアクションは、/etc/default/LifeKeeper 内の

RESTARTMOUNTD 項目によって制御されます。デフォルトではこの項目は次のように

true に設定され、NFS 復元時に必ず rpc.mount の停止と再開が行われます。 

RESTARTMOUNT=true 
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このアクションをオフにするには、次のように設定します。 

RESTARTMOUNT=false 

NFS Server Recovery Kit バージョン 5.0.0 への移行 

LifeKeeper NFS Server Recovery Kit 5.0.0 は、2.4.21 以降の Linux カーネルで現在使用可能

な機能を利用できるように再構築されました。そのため、このパッケージは、2.4.21 以

降のカーネルにしかインストールできません。2.4.21 より前のカーネルを実行するサー

バには、LifeKeeper NFS Server Recovery Kit 4.5.x をインストールする必要があります。 

新しいリカバリー・キットでは、実行するカーネル用に SteelEye HANFS パッケージをイ

ンストールする必要はありませんが、LifeKeeper インストール・サポートのセットアッ

プで選択できる HA 機能を使用して nfs-utils パッケージをインストールする必要があり

ます。   

4.x と 5.0.0 のリカバリー・キット実装には多数の相違点があるため、4.x バージョンのリ

カバリー・キットを現在実行中のインストールでは、移行パスを利用できません。した

がって、インストール・サポートのセットアップを実行する前に、まず次の操作を行う

必要があります。 

1. 2.4.21 以降のカーネルでサーバが実行されていることを確認します。 

2. nfs リソースが含まれているすべての階層を削除します。 

3. すべての HANFS パッケージを削除します。 

4. steeleye-lkNFS パッケージを削除します。 

5. すべてのクライアントをサーバから切断します（すべてのクライアント・システ

ムでエクスポートをアンマウントします）。 

これらのステップが完了したら、LifeKeeper インストール・サポートのセットアップ・

スクリプトを実行し、HA によって使用可能な nfs-utils パッケージをインストールするか

どうか尋ねられたら、インストールするように選択できます。インストール・サポート

のセットアップが完了したら、次の操作を行います。 

1. サーバで NFS が実行されていることを確認します。 

2. steeleye-lkNFS 5.0.0 以降のパッケージをインストールします。 

3. NFS Server Recovery Kit バージョン 5.0.0 のインストールの準備段階（上記のステ

ップ 2 で実行したアクション）で削除したすべての LifeKeeper 階層を作成し直し

ます。新しいキットでの変更内容を反映するようにリソース情報を作成し直す必

要があるため、lkbackup から復元しないでください。 

4. すべてのクライアントを接続し直します（すべてのクライアント・システムで再

マウントします）。 

2.6 カーネルの初期バージョンのバグが原因で、SUSE Linux Enterprise Server 9 でのイン

ストールには、パッチされた nfsd モジュールを SteelEye Technology, Inc.から入手しなけ

ればならない場合があります。このモジュールは、基礎のディスク・リソースがクラス

タ内のサーバ間でスキューされる場合（たとえば、ディスクがサーバ A 上の/dev/sdb1 お

よびサーバ B 上の/dev/sdc1 である場合）にのみ必要です。このモジュールは、NFS リソ

ース階層の作成を志向する前に、インストールし、ロードする必要があります。 
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NFS リソース階層 

LifeKeeper が保護する NFS リソースを作成すると、LifeKeeper によって次の階層が作成

されます。 

• NFS ファイル・システム・リソース（親またはルート） 
• HA-NFS リソース 
• ファイル・システム・リソース（基礎ファイル・システム） 

NFS リソースを作成する前に、IP アドレス・リソースを作成する必要があります。  

NFS リソースを作成する前に、ファイル・システム・リソースを作成することができま

す。この場合は、ファイル・システム・リソースに割り当てる名前を選択できます。そ

うでない場合は、NFS リソース作成時に、NFS Server Recovery Kit によって自動的にファ

イル・システム・リソースが作成されます。 

設定の具体的な検討事項 

LifeKeeper NFS Server Recovery Kit を使用する前に、次の事項を検討する必要があります。 

• LifeKeeper で保護する NFS ファイル・システムはプライマリ・サーバ（NFS リソー

スを作成するサーバ）によってエクスポートする必要があります。これは、NFS が

実行中で、基礎ファイル・システムがマウントされていることを意味します。 
注：NFS 経由で/home ディレクトリを共有している場合は、/home が基礎ファイル・

システムです。 
• 読み書き可能なファイル・システムをエクスポートするときは、sync オプションを

使用します。このオプションは、ファイル・システムのすべての書き込みをディス

クにコミットしてから書き込み要求を完了することを意味します。LifeKeeper が保護

している NFS ファイル・システムで sync オプションを使用しなかった場合、フェイ

ルオーバ時にデータが失われる可能性があります。 
• 基礎ファイル・システムは共有デバイス上にある必要があり、書き込み権限でマウ

ントする必要があります。 
• 基礎ファイル・システムがすでに LifeKeeper によって保護されている場合、そのフ

ァイル・システムはプライマリ・サーバでサービス中で、 高の優先順位を持って

いる必要があります。基礎ファイル・システムが LifeKeeper の保護下にない場合、

Recovery Kit によって保護下に置かれます。 
• NFS Server Recovery Kit は、プライマリ・サーバで作成されてサービス中の IP リソ

ースを必要とします。また、この IP リソースは、プライマリ・サーバで 高の優先

順位を持っている必要があります。 
• NFS リソースを作成する前に、クライアントは LifeKeeper が保護している IP アドレ

スを使用して NFS ファイル・システムをマウントできる必要があります。 
• NFS ファイル・システム・リソースを拡張するときには、各サーバでファイル・シ

ステムを同じマウント・ポイントでマウントする必要があります。 

構成例 

本セクションの構成例は、共有（または複製）ディスク上での NFS インスタンスの構成

方法を示しています。それぞれの図は、構成の種類と NFS パラメータとの関係を示して

います。また、各構成は、このドキュメントで説明している設定の規則と要件に従って、
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NFS 構成と LifeKeeper ソフトウェアとの互換性を確保しています。 

本セクションでは、まず設定の要件を説明し、次にそれぞれの設定例を示します。 

• Active/Standby 
• Active/Active 

本セクションに挙げたものは可能な構成の例にすぎませんが、これらの構成例を理解し、

設定規則に従うことは、ユーザのコンピューティング環境で実現可能なソリューション

を明確にし設定するうえで役立ちます。 

設定要件 

NFS タグ名は、LifeKeeper が保護するファイル・システムを示す任意の名前です。

LifeKeeper によって示される標準タグ名は nfs-<エクスポート・ポイント>です。 

構成例について理解するには、基礎のファイル・システムが必ず共用または複製ディス

ク上になければならないことを考慮に入れる必要があります。このファイル・システム

はペアになったシステムのそれぞれからマウントできる必要があります。 

アクティブ／スタンバイ設定 

本セクションでは、アクティブ／スタンバイ構成の例を示します。この構成では、NFS
を実行し、ファイル・システムをエクスポートしているサーバ 1 がアクティブと見なさ

れます。サーバ 2 は別の処理を実行します。サーバ 1 に障害が発生した場合、サーバ 2
がファイル・システムへのアクセス権を獲得し、LifeKeeper のセカンダリ階層を使用し

て、クライアントがファイル・システムをアクセスできるようにします。 

注：アクティブ／スタンバイ構成では、サーバ 2 でも NFS が実行されていることがあり

ますが、他の NFS リソースは LifeKeeper によって保護されていません。 
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図1. アクティブ／スタンバイ構成例  

 

Server 1

file
system A

Server 2

HA-NFS HA-NFS

Export point = /home/test

NFS NFS

 
 

設定に関する注： 

• NFS ソフトウェアを両方のサーバにインストールしておく必要があります。 
• 基礎ファイル・システム（ファイル・システム A）は共有（または複製）デバイス

上に置く必要があります。 
• NFS エクスポート・ポイントは/home/test です。 
• エクスポートされたファイル・システムは、プライマリ・サーバとバックアップ・

サーバの両方で同じマウント・ポイントにする必要があります。 
• サーバ 2 は、サーバ 1 がアクティブである間は、共有ディスク上のファイルとディ

レクトリにアクセスできません。 

 

サーバ 1 でのリソース階層の作成 

サーバ： Server1 

Export Point: /home/test 

IP Tag: ip-172.17.100.202 

NFS Tag nfs-/home/test 

 

リソース階層のサーバ 2 への拡張 

テンプレート・サーバ： Server1 

nfs-/home/test 拡張するタグ 

Server2 ターゲット・サーバ 

10 ターゲットの優先順位： 
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アクティブ／アクティブ設定 

アクティブ／アクティブ構成では、複数のシステムが NFS を実行し、ファイル・システ

ムをエクスポートします。 

図2. アクティブ／アクティブ構成例  

 

Server 1 file
system A

file
system B

Server 2

Export point = /home/test Export point = /engdocs/app

HA-NFS

NFS

HA-NFS

NFS

 
 

設定に関する注： 

• NFS ソフトウェアを両方のサーバにインストールしておく必要があります。 
• 初は、サーバ 1 が/home/test をエクスポートし、サーバ 2 が/engdocs/app をエクスポ

ートしています。切り替え時には、1 つのシステムで両方のファイル・システムをエ

クスポートできます。 
• ファイル・システム A は、エクスポート・ポイント、/home/test の基礎ファイル・シ

ステムです。ファイル・システム B は、エクスポート・ポイント、/engdocs/app の基

礎ファイル・システムです。  
• 基礎ファイル・システムは異なる共有ディスク上にあります。 
 
 
サーバ 1 での 1 つ目のリソース階層の作成 

サーバ： Server1 

Export Point: /home/test 

IP Tag: ip-172.17.100.202 

NFS Tag nfs-/home/test 

 

1 つ目のリソース階層のサーバ 2 への拡張 

テンプレート・サーバ： Server1 

nfs-/home/test 拡張するタグ 

Server2 ターゲット・サーバ 

ターゲットの優先順位： 10 
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サーバ 2 での 2 つ目のリソース階層の作成 

サーバ： Server2 

Export Point: /engdocs/app 

IP Tag: ip-172.17.100.203 

NFS Tag nfs-/engdocs/app 

 

2 つ目のリソース階層のサーバ 1 への拡張 

テンプレート・サーバ： Server2 

nfs-/engdocs/app 拡張するタグ 

Server1 ターゲット・サーバ 

10 ターゲットの優先順位： 
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LifeKeeper 設定作業 

以下の設定作業を LifeKeeper GUI から実行できます。次の 4 つの作業は、NFS サーバ・

リソース・インスタンスに特有で、Recovery Kit ごとに異なるため、本書で説明してい

ます。 

• リソース階層の作成：LifeKeeperクラスタにアプリケーション・リソース階層を作成

します。 
• Delete a Resource Hierarchy. リソース階層をLifeKeeperクラスタ内のすべてのサーバ

から削除します。 
• リソース階層の拡張：プライマリ・サーバからバックアップ・サーバにリソース階

層を拡張します。 
• リソース階層の拡張解除：LifeKeeperクラスタの 1 つのサーバのリソース階層を拡張

解除（削除）します。 

以下の作業は、すべての Recovery Kit について手順が同一の共通作業であるため、

『LifeKeeper Online Product Manual』の「GUI Administration」セクションで説明します。 

• リソース従属関係の作成既存のリソース階層とその他のリソース・インスタンスの

間の親／子従属関係を作成して、その従属関係の変更をクラスタ内の適用可能なす

べてのサーバに反映させます。 
• リソース従属関係の削除リソースの従属関係を削除して、その従属関係の変更をク

ラスタ内の適用可能なすべてのサーバに反映させます。 
• サービス中リソース階層を特定のサーバでサービス中にします。 
• サービス休止リソース階層を特定のサーバでサービス休止にします。  
• プロパティの表示／編集特定のサーバでリソース階層のプロパティを表示または編

集します。 
 
注：本セクションの残りの部分では、LifeKeeper GUI の[編集]メニューから作業を選択す

ることによって、Recovery Kit を設定する方法を説明します。ツールバーから各設定作

業を選択することもできます。状況表示ウィンドウの[リソース階層ツリー]（左側のペ

イン）のグローバル・リソースを右クリックして、[編集]メニューと同じドロップダウ

ン・メニューの選択項目を表示することもできます。もちろん、この方法が利用できる

のは、階層がすでに存在する場合に限られます。  

状況表示ウィンドウの[リソース階層表]（右側のペイン）のリソース・インスタンスを

右クリックして、サーバおよび特定リソースの状況に応じて、「リソース階層の作成」を

除くすべての設定作業を実行することもできます。 

NFS リソース階層の作成 

プライマリ・サーバからリソース・インスタンスを作成するには、以下の手順を実行し

ます。 

1. [LifeKeeper GUI]メニューから[編集]を選択し、次に[サーバ]を選択します。ドロップ

ダウン・メニューから、[リソース階層の作成]を選択します。 

 

 
すでに行った選択を変更する場合、または NFS リソース階層の作成中にエラー・メ
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ッセージが表示された場合、通常は、1 つ前に戻って選択を変更するか、訂正するこ

とができます（[Back]ボタンが有効な場合）。 

ダイアログ・ボックスが表示され、ドロップダウン・メニューに、クラスタにイン

ストールされ認識されているすべての Recovery Kit が表示されます。ドロップダウ

ン・メニューから[NFS]を選択します。 

 

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

注：階層作成の途中で[Cancel]ボタンをクリックすると、作成処理全体が取り消され

ます。 

2. [スイッチバック・タイプ]を選択します。これによって、バックアップ・サーバへの

フェイルオーバ後、NFS インスタンスがプライマリ・サーバでサービスに戻ったと

きにどのようにスイッチバックされるかが決まります。intelligent または automatic を

選択できます。インテリジェント・スイッチバックでは、インスタンスをプライマ

リ／オリジナル・サーバにスイッチバックするときに、管理者の介入が必要になり

ます。automatic なスイッチバックの場合は、プライマリ・サーバがオンラインに戻

り、LifeKeeper の保護下に入るとすぐにスイッチバックが実行されます。  

 

スイッチバック・タイプは、必要な場合、[Resource Properties]ダイアログ・ボックス

の[General]タブで後から変更できます。 

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

3. NFS リソースを作成する[サーバ]を選択します（通常、これはプライマリ・サーバま

たはテンプレート・サーバと呼ばれます）。ドロップダウン・メニューには、クラス

タ内の全サーバが表示されます。 

 

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

4. [エクスポート・ポイント]ダイアログ・ボックスのドロップダウン・リストに、次の

基準に合致する NFS ファイル・システムのエクスポート・ポイントが表示されます。 

• エクスポート・ポイントが NFS によってエクスポートされている。 
• エクスポート・ポイントが共有ドライブ上にある。 
• 基礎ファイル・システムが LifeKeeper に保護されている場合、基礎ファイル・シ

ステムはサービス中で、かつ、[Server]ダイアログ・ボックスで選択したサーバ

上で 高の優先順位を持っている必要があります。 
ドロップダウン・リストから保護する NFS エクスポート・ポイントを選択します。 
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[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

タグ]ダイアログ・ボックスのドロップダウン・リストに、現在 LifeKeeper が保護

していて、NFS リソースを作成するサーバでサービス中の仮想

5. [IP
IP アドレスに対応す

クセスするためにクライアントが使用

する仮想 IP アドレスのタグを選択します。 

るタグが表示されます。  

保護されている NFS ファイル・システムにア

 

注：この時点で、保護される IP リソースが利用可能かどうかが LifeKeeper によって

チェックされます。また、NFS リソース階層の作成に使用する入力データが妥当か

どうかもチェックされます。この 2 つのチェックのどちらかで問題が発生した場合

ERROR ボックスが表示されます。ディレクトリのパスは妥当で、NFS 構成自体にエ

ラーがある場合は、そのエラーを修正して、階層の作成を続けることがで

、

きます。

その

されます。  

6. [ たタグ名です。標準の

タグ名をそのまま使用するか、独自のタグ名を入力します。 

ここで、必要な LifeKeeper IP リソースを作成することもできます。 

注：仮想 IP アドレス従属関係を持つ別の LifeKeeper Recovery Kit を使用している場

合は、NFS リソース用に別の仮想 IP アドレスを作成することもできます。そうしな

い場合、仮想 IP リソースがバックアップ・サーバにフェイルオーバされると、

IP リソースに従属するすべてのリソースが同時にフェイルオーバ

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

NFS タグ]を選択または入力します。これは NFS 階層につけ

 

[Create]ボタンをクリックすると、Create Resource Wizard によって NFS リソースが作

成されます。 

 

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

注：この時点で、NFS リソース階層の作成には成功するはずです。ただし、新しい

NFS インスタンスの起動に失敗したというエラー・メッセージが表示されることが

あります。新しい NFS 階層を別のシステムに拡張するには、起動する（サービス中
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にする）必要があることに注意してください。この時点で、表示されるエラー・メ

7. スが表示され、NFS リソース階層の作成に成功し、LifeKeeper で保護

するには、クラスタ内の別のサーバにリソース階層を拡張する必要があることが表

示されます。 

ッセージに基づいて問題を修正し、新しい階層をサービス中にしてから、階層の拡

張に進むことができます。   

別の情報ボック

 

[Continue]をクリックすると、本セクションで後述している Pre-Extend Wizard が起動

されます。 

ここで[Cancel]をクリックすると、LifeKeeper で保護するには、後で別のサーバに

NFS リソース階層を拡張する必要があるという警告が表示されます。 

 

8. [完了]をクリックして、[リソース階層の作成]メニューを終了します。 

リソース階層の削除 

LifeKeeper環境内のすべてのサーバからリソース階層を削除するには、以下の手順を実行

します。 

1. [LifeKeeper GUI]メニューから[編集]を選択し、次に[リソース]を選択します。

プダウン・メニューから、

ドロッ

[リソース階層の削除]を選択します。 

2. N

： ete Resource]を選択した場合、このダ

 

• 個々のリソース・インスタンスの右ペイン 
• リソースが 1 つのサーバだけにあるとき、グローバル・リソースの左ペイン 

FS リソース階層を削除する[ターゲット・サーバ]の名前を選択します。 

注  次のどちらかの場所で右クリックして[Del
イアログ・ボックスは表示されません。
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[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

除する階層]3.[削 を選択します。削除するリソース階層を特定して、強調表示にします。 

注：グローバル・リソースの左ペインまたは個々のリソース・インスタンスの右ペ

インで右クリックして[Delete Resource]を選択した場合は、このダイアログは表示さ

れません。 

 

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

4. 選択したターゲット・サーバと、削除の対象として選択した階層を確認する情報ボ

ックスが表示されます。 

 

[Delete]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

5. NFS リソースの削除に成功したことを示す別の情報ボックスが表示されます。 
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6. [完了]をクリックして、[リソース階層の削除]メニューの選択を終了します。 

階層の

サーバに拡

張する場合です。もう 1 つの方法は、次に説明するように[Edit]メニューから[Extend 

が表

1. [LifeKeeper GUI]メニューから Extend ウィザードに入るときは、[編集]を選択し、次

2. 

拡張 

階層は、作成後、クラスタ内の別のサーバに拡張する必要があります。リソース・イン

スタンスをテンプレート・サーバからターゲット・サーバに拡張するには方法が 2 つあ

ります。 初のシナリオは、作成から[続行]によって、そのリソースを別の

Resource Hierarchy]を選択する方法です。どちらの方法でも、同じダイアログ・ボックス

示されます（一部例外があります。例外については次で説明します）。 

に[リソース]を選択します。ドロップダウン・メニューから、[リソース階層の拡張]
を選択します。これで、[リソース階層の拡張]ウィザードが起動されます。 

初に表示されるダイアログ・ボックスで、NFSリソース階層が現在サービス中の

[テンプレート・サーバ]を選択します。ここで選択する[テンプレート・サーバ]と次

のダイアログ・ボックスで選択する[拡張するタグ]によって、サービス中のリソース

階層が表されることを認識しておくことが重要です。選択したテンプレート・サー

バでサービス中でないリソース・タグを選択すると、エラー・メッセージが表示さ

特定されているため、このダイアログ・ボ

れます。このダイアログのドロップダウン・ボックスには、クラスタ内の全サーバ

の名前が示されています。 

注：NFSリソース階層作成後、ただちにExtend Resource Hierarchy作業に入った場合

は、作成段階でテンプレート・サーバが

ックスは表示されません。これは、GUIウィンドウの左ペインのNFSリソース・アイ

コンまたは右ペインのNFSリソース・ボックスを右クリックして、[Extend Resource 
Hierarchy]を選択した場合も同様です。  

 

注：階層拡張の途中で[Cancel]ボタンをクリックすると、その特定のサーバへの拡張

処理が取り消されます。また、取り消しポイントを超えて現在拡張されている階層

（IP アドレスまたはファイル・システム）の従属リソースもすべて拡張解除されま

[キャンセル]ボタンをクリックしたとします。この場合は、

3 への拡張だけがキャンセルされ、サーバ 2 への拡張はキャンセルされませ

ソースを拡張解除

3. テンプレート・サーバからターゲット・サー

バに拡張する NFS インスタンスの名前です。ウィザードのドロップダウン・リスト

入った場合は、作成段階でNFSリソースのタグ名が特定されているため、このダイア

す。ただし、すでに NFS リソース階層を別のサーバに拡張している場合は、明示的

に拡張解除するまで、そのインスタンスの拡張は有効です。 

たとえば、サーバ 1 にリソースを作成し、そのリソースをサーバ 2 へ拡張したとし

ます。同じリソースをサーバ 3 に拡張している 中に、気が変わっていずれかのダ

イアログ・ボックス内の

サーバ

ん。この階層からサーバ 2 を削除したい場合は、サーバ 2 からリ

する必要があります。 

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

[拡張するタグ]を選択します。これは、

には、前述のダイアログ・ボックスで選択したテンプレート・サーバ上に作成され

たすべてのリソースが表示されます。 

注：ここでも、NFSリソース階層作成後、ただちにExtend Resource Hierarchy作業に
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ログ・ボックスは表示されません。これは、GUIウィンドウの左ペインのNFSリソー

ス・アイコンまたは右ペインのNFSリソース・ボックスを右クリックして、[Extend 
Resource Hierarchy]を選択した場合も同様です。 

 

[次へ]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

4. DB2 リソース階層を拡張する[ターゲット・サーバ]を選択します。ドロップダウン・

ボックスには、選択した階層にないクラスタ内のサーバの名前が表示されます。  

 

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

[スイッチバック・タイプ]を選択します。これによって、バックアップ・サーバへの

フェイルオーバ後、NFS インスタンスがプライマリ・サーバでサービスに戻ったと

きにどのようにスイッチバックされるかが決まります。intelligent または automatic を

選択できます。インテリジェント・スイッチバックでは、インスタンスをプライマ

リ／オリジナル・サーバにスイッチバックするときに、管理者の介入が必

5. 

要になり

ます。automatic なスイッチバックの場合は、プライマリ・サーバがオンラインに戻

り、LifeKeeper の保護下に入るとすぐにスイッチバックが実行されます。 

 

スイッチバック・タイプは、必要な場合、[Resource Properties]ダイ

の[General]
アログ・ボックス

タブで後から変更できます。 

6. 

ムで既に使用中の優先順位をこの階層に対して指定する

ルト値を推奨します。注：これは階層を 初に拡張する

 

7. 

れることに注意してください。優先順位は連続し

ている必要はありませんが、特定のリソースについて 2 つのサーバに同じ優先順位

を割り当てることはできません。  

[Next]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

[テンプレートの優先順位]を選択または入力します。これはサーバで現在サービス中

の NFS 階層の優先順位です。優先順位は、1～999 の範囲で未使用の値が有効で、小

さい数字ほど優先順位が高くなります（数字 1 が 高の優先順位に相当します）。拡

張操作時には、別のシステ

ことはできません。デフォ

ときだけ表示されます。

[Next]をクリックします。 

[ターゲットの優先順位]を選択または入力します。これは、別サーバにある同等の階

層に対する新しく拡張する NFS 階層の優先順位です。1～999 の範囲で、まだ優先順

位として使用されていない値が有効で、リソースの連鎖フェイルオーバ・シーケン

スにおけるサーバの優先順位を示します。数値が小さいほど優先順位は高くなりま

す（1 は 高の優先順位を表わします）。LifeKeeper のデフォルトでは、階層が作成

されたサーバに「1」が割り当てら

 

22 NFS Server Recovery Kit 管理ガイド  



LifeKeeper 設定作業 

[Next]をクリックします。 

環境がチェックされ、この NFS リソースを拡張するのに8. 必要な要件がすべて満たさ

れていることを示す情報ボックスが表示されます。満たされていない要件がある場

合、[次へ]は選択できず、[戻る]が有効になります。  

 

[Back]をクリックした場合、情報ボックスに表示されるエラー・メッセージの内容に

従って、リソースの拡張を変更できます。 

ここで[Cancel]をクリックした場合、NFS リソース階層を LifeKeeper で保護するには、

後で別のサーバに NFS リソース階層を拡張する必要があります。 

9. 
標準の[NFS タグ]に関する情報が表示されます。[NFS タグ]は NFS 階層の拡張につけ

たタグ名です。標準のタグ名をそのまま使用するか、独自のタグ名を入力します。  

[Next]をクリックすると、Extend Resource Hierarchy 設定作業に入り、[NFS Tag]ダイ

アログ・ボックスが表示されます。 

この画面には、[テンプレート・サーバ]、[拡張するタグ]、[ターゲット・サーバ]、

 

[次へ]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

拡張が実行されていることを示す情報ボックスが表示されます。 

注：IP リソースをターゲット・サーバにまだ拡張していない場合、NFS リソースの

拡張処理中に NFS Server Recovery Kit によって拡張されます。この場合、拡張の実行

10. 

に関する情報ボックスが表示される前に、IP リソースの拡張に関連したダイアロ

グ・ボックスがいくつか表示されます。 

 

同じ NFS リソース・インスタンスをクラスタ内の別のサーバに拡張する場合は、

す。 

成功したか検証が行われま

す。 

[Next Server]をクリックします。その場合は、[リソース階層の拡張]の操作が繰り返

されま

[Finish]をクリックした場合、NFS リソースの拡張処理が
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11. [完了]をクリックした場合、次の画面が表示されます。 

 

12. [完了]クリックして終了します。 

注：必ず両方のサーバで新しいインスタンスの機能をテストしてください。 

階層の拡張解除 

1. LifeKeeper 

2. N ]を選択します。リソースが現在サ

除作

業を選択した場合、このダイアログ・ボックスは表示されません。 

リソース階層の拡張解除を行うには、次の手順を実行します。 

GUI メニューで、[編集] > [リソース]を選択します。ドロップダウン・メ

ニューから、[リソース階層の拡張解除]を選択します。 

FS リソースを拡張解除する[ターゲット・サーバ

ービス中の NFS サーバは選択できません。 

注：右側のペインから個々のリソース・インスタンスを右クリックして拡張解

 

[次へ]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

3. 

た場合、

このダイアログ・ボックスは表示されません。 

[拡張解除する階層]を選択します。  

注：左側のペインからグローバル・リソースを右クリックするか、右側のペインか

ら個々のリソース・インスタンスを右クリックして拡張解除作業を選択し

 

[次へ]をクリックして、次のダイアログ・ボックスに進みます。 

拡張解除するために選択したタ4. ーゲット・サーバと NFS リソース階層を確認する情

報ボックスが表示されます。 

 

[Unextend]をクリックします。 

5. NFS リソースの拡張解除に成功したことを示す別の情報ボックスが表示されます。 
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6. [完了]をクリックして、[リソース階層の拡張解除]メニューを終了し、LifeKeeper 
GUI に戻ります。 

階層が拡張解除されて 1 つのサーバだけになった場合、「One or More Resources 
Unprotected」という警告メッセージが表示されます。 

リソース階層のテスト 

NFS リソース階層をテストする前に、次に説明しているようにクライアントの設定を検

証する必要があります。その後、手動で切り替えを行って、NFS リソース階層のテスト

を行うことができます。これは、プライマリ・サーバからバックアップ・サーバへのリ

ソース・インスタンスのフェイルオーバをシミュレートします。 

クライアントの設定の検証 

一般に、クライアントは、Create NFS Resource Hierarchy 作業中に選択した LifeKeeper が
保護する IP アドレスを使用してファイル・システムをマウントする必要があります。正

しい IP アドレスを選択しているかクライアント側で確認することはありません。 した

がって、クライアントがファイル・システム用の正しい IP アドレスを確実に使用するよ

うに、慎重に次の検証手順を実行する必要があります。 

クライアントの設定を検証するには、次の手順に従います。 

1. セカンダリ・システムでサービス中の NFS インスタンスがないことを確認します。 

2. LifeKeeper が保護する正しい IP アドレスを使用して、クライアントにファイル・シ

ステムをマウントします。 

3. 手動でセカンダリ・システムへの切り替えを実行して、切り替えた NFS インスタン

スをセカンダリ・システムで現在サービス中の唯一の NFS インスタンスにします。 

4. 切り替えが完了したら、クライアントがそのファイル・システムにアクセスできる

ことを確認します。 

GUI からの手動切り替えの実行 

従属関係を定義すると、自動的に LifeKeeper によってアプリケーションの起動と終了が

制御され、障害が検出された場合にはフェイルオーバが開始されます。保守作業など、

管理上の理由から切り替えを手動で実行することもできます。 
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LifeKeeper GUI で、ドロップダウン・メニューから[Edit] > [Resource] > [In Service]を選

択すると、手動切り替えを開始できます。たとえば、バックアップ・サーバで[サービス

中]要求を実行すると、アプリケーション階層はバックアップ・サーバでサービス中にな

り、プライマリ・サーバではサービスが停止されます。  

[Out of Service]要求を実行すると、アプリケーションは他のサーバでサービス中になら

ずに、サービスが停止されます。 

注：NFS リソースをサービス休止にするには、NFS リソースと関連する HA-NFS リソー

スの両方をサービス休止にする必要があります。 

アプリケーション側の動作については、すべての動作はアプリケーションのドキュメン

トで規定されています。LifeKeeper 側では、ロールバックやバックアップ・アーカイブ

のような内部処理の調整や制御は行いません。テープ・アーカイブや復元の作業は、ア

プリケーション管理者の責任です。 

リカバリ操作 

プライマリ・サーバに障害が発生すると、NFS Server Recovery Kit は次の作業を実行しま

す。 

• NFS デーモンが実行されていない場合、それらを開始します（rpc.lockd および

rpc.statd デーモンは、ファイル・ロックのフェイルオーバが有効になったら、モニ

タされます）。portmap デーモンは NFS の一部であるため、監視されません。 
• NFS ファイル・システムをエクスポートします。 
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トラブルシューティング 

HA nfs-utils のインストールと構成 

LifeKeeper NFS Server Recovery Kit のバージョン 5.0.0 以降では、高可用性の有効な nfs-
utils パッケージがインストールおよび構成されている必要があります。LifeKeeper イン

ストール・サポートのセットアップ・スクリプトによって、nfs-utils パッケージがインス

トールされ、HA 環境で使用できるように構成されます。さらに、LifeKeeper NFS Server 
Recovery Kit のインストールでは、HA が有効な nfs-utils パッケージの存在が検査されま

す。正しく構成された nfs-utils パッケージを検出できなかった場合は、LifeKeeper インス

トール・サポートのセットアップ・スクリプトを再実行するか、サーバをリブートする

必要があります。 

ファイル・システム・タイプの制限 

現在、NFS Server Recovery Kit は、基礎ファイル・システムのタイプが reiserfs の場合、

動作しません。これは Kit そのものの制限ではなく、2.4 Linux カーネルの一般的制限で

す。問題は、2.4 カーネル内の reiserfs ファイル・システムが、NFS サブシステムが想定

している方法で inode を処理しないことにあります。2.6 カーネルの場合は、この問題の

影響を受けません。 

共通エラー・メッセージ 

本セクションでは、LifeKeeper NFS リソース階層の作成、拡張時、またはリソースの削

除、復元時に表示される可能性のあるメッセージの一覧を示します。必要に応じて、エ

ラーの原因およびエラー状態を解消するために必要な処置についても説明しています。  

他の LifeKeeper スクリプトおよびユーティリティからメッセージが出されることもあり

ます。そのような場合は、それぞれのスクリプトまたはユーティリティのマニュアルを

参照してください。  

このセクションのメッセージは、次のトピックに分類されています。 

• 共通の操作 
• 階層の作成 
• 階層の拡張 
• 階層の削除、復元、リカバリー 

• リソース監視 

共通の操作 

次のエラー・メッセージはすべての LifeKeeper for Linux Recovery Kit に共通で、任意の

操作の途中で表示される可能性があります。 

エラー番号 エラー・メッセージ 

000002 Usage error（使用法のエラー） 
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エラー番号 エラー・メッセージ 

000010 Error getting resource information（リソース情報取得時のエ

ラー） 

000011 Both Tag and ID name not specified 
（タグ名および ID 名が指定されていません） 

000019 Resource not found on local server 
（ローカル・サーバにリソースが見つかりません） 

000022 END failed hierarchy "TAG" in service on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" でサービス中の階層 "TAG" の END
に失敗しました） 

000026 END failed ACTION of "TAG' on server "SERVER" due to 
"SIGNAL" signal 
（"SIGNAL" シグナルのためにサーバ "SERVER" の 
"TAG" の ACTION に END が失敗しました） 

 

階層の作成 

次に、階層の作成時に表示されるエラー・メッセージを、説明とともに挙げます。修正

処置が記載されている場合もあります。 

エラー番号 エラー・メッセージ 

000012 Switchback name not specified（スイッチバック名が指定さ

れていません） 

000013 Usage error（使用法のエラー） 

000014 Resource with either matching tag "TAG" or ID exists 
（タグ "TAG" または ID が一致するリソースが存在しま

す） 

000015 ins_create failed on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" で ins_create に失敗しました） 

000018 Error creating resource "TAG" on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" でリソース "TAG" の作成エラー） 

000021 Removing resource instance "TAG" from server "SERVER" due 
to an error during creation 
（作成時のエラーにより、リソース・インスタンス 
"TAG" をサーバ "SERVER" から削除しています） 

000023 Error bringing resource "TAG" in service on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" でリソース "TAG" をサービス中にす

るときにエラー） 

000024 Failed resource creation of resource "TAG" on server 
"SERVER" 
（サーバ "SERVER" でリソース "TAG" の作成に失敗しま

した） 

000027 Removing file system dependency from "PARENT TAG" to 
"CHILD TAG" on server "SERVER" due to an error during 
creation 
（作成時のエラーにより、サーバ "SERVER" の "PARENT 
TAG" から "CHILD TAG" へのファイル・システム従属関

係を削除しています） 
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エラー番号 エラー・メッセージ 

000028 Removing file system hierarchy "FILESYS TAG" created by 
"PARENT TAG" on server "SERVER" due to an error during 
creation 
（作成時のエラーにより、サーバ "SERVER" の "PARENT 
TAG" によって作成されたファイル・システム階層 
"FILESYS TAG" を削除しています） 

000029 Switchback type mismatch between parent "PARENT TAG" 
and child "CHILD TAG" on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" の親 "PARENT TAG" と子 "CHILD 
TAG" のスイッチバック・タイプが一致していません） 

処置：スイッチバック・タイプの不一致は予想外の動作

を引き起こすことがあります。ins_setas コマンドを使用

してスイッチバック・タイプを手動で変更することによ

って、この不一致をなくすことができます。 

000030 create（作成）:tag name not specified（タグ名が指定されて

いません） 

または  

extend（拡張）:tag name not specified（タグ名が指定され

ていません） 
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階層の拡張 

次に、階層の拡張時に表示されるエラー・メッセージを、説明とともに挙げます。 

エラー番号 エラー・メッセージ 

000003 Template resource "TAG" on server "SERVER" does not exist 
（サーバ "SERVER" にテンプレート・リソース "TAG" が
存在しません） 

000004 Template resource "TAG" cannot be extended to server 
"SERVER" because it already exists there 
（テンプレート・リソース "TAG" がサーバ "SERVER" に
すでに存在するため拡張できません） 

000005 Cannot access canextend script on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" の canextend スクリプトにアクセスで

きません） 

000006 Cannot access extend script "PATH TO EXTEND" on server 
"SERVER" 
（サーバ "SERVER" の extend スクリプト "PATH TO 
EXTEND" にアクセスできません） 

000007 Cannot access depstoextend script "PATH TO 
DEPSTOEXEND" on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" の depstoextend スクリプト "PATH TO 
DEPSTOEXEND" にアクセスできません） 

000008 Cannot extend resource "TAG" to server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" でリソース "TAG" を拡張できませ

ん） 

000009 Either TEMPLATESYS or TEMPLATETAG argument missing 
（TEMPLATESYS または TEMPLATETAG 引数が指定され

ていません） 

000014 Resource with either matching tag "TAG" or ID exists 
（タグ "TAG" または ID が一致するリソースが存在しま

す） 

000015 ins_create failed on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" で ins_create に失敗しました） 

000018 Error creating resource "TAG" on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" でリソース "TAG" の作成エラー） 

000025 END failed resource extension of "TAG" on server "SERVER" 
due to a "SIGNAL" signal - backing out changes made to server 
（"SIGNAL" シグナルのためにサーバ "SERVER" の 
"TAG" のリソース拡張に END が失敗しました - サーバに

加えた変更を元に戻しています） 

 

 
 

復元 

次に、復元操作時に表示されるエラー・メッセージを、説明とともに挙げます。 

エラー番号 エラー・メッセージ 

000023 Error bringing resource "TAG" in service on server "SERVER" 
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エラー番号 エラー・メッセージ 

（サーバ "SERVER" でリソース "TAG" をサービス中にす

るときにエラー） 

 

リソース監視 

次に、リソースの監視時に表示されるエラー・メッセージを、説明とともに挙げます。 

エラー番号 エラー・メッセージ 

000001 Calling sendevent for resource "TAG" on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" でリソース "TAG" の sendevent を呼

び出しています） 
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NFS 階層作成時のエラー 

次に、NFS 階層の作成時に表示されるエラー・メッセージを、説明とともに挙げます。

リストするメッセージは、nfs リソースと hanfs リソースの作成時に表示されるメッセー

ジです。LifeKeeper Core および他の Recovery Kit が表示するエラー・メッセージはこの

ドキュメントには記載していません。ここで説明されている問題を修正したあと、エラ

ーが発生したところから階層の作成を再開できることに注意してください。 NFS 構成に

必要な新しい LifeKeeper リソースの作成も可能です。 

注：次のエラー・メッセージの説明で、「コマンド・ラインのみ」というのは、コマン

ド・ラインでコマンドを入力した場合にだけそのメッセージが表示されることを示して

います。 LifeKeeper GUIを使用している場合、そのメッセージは表示されません。さら

に、階層作成の終わりに、リソース復元が開始されます。そのプロセス中に発生する可

能性のあるメッセージとエラーについては、「Hierarchy Restore, Remove, and Recover 
Messages and Errors」を参照してください。 

 
エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106000 Export point not specified 
（エクスポート・ポイント

が指定されていません） 

リソース階層を作成するときに

は、NFS ファイル・システムの

エクスポート・ポイントを指定

する必要があります。コマン

ド・ラインのみ。 

106001 The path "EXPORT POINT" is 
not exported by NFS 
（パス "EXPORT POINT" が
NFS によってエクスポート

されていません） 

指定したエクスポート・ポイン

トが現在 NFS によってエクスポ

ートされていません。exportfs(8)
を使用してパスをエクスポート

し、パスが/var/lib/nfs/etab ファイ

ルに含まれていることを確認し

ます。コマンド・ラインのみ。 

106002 create（作成）:The export 
point “EXPORTPOINT” on 
“server1” for client “CLIENT” 
either does not contain an FSID 
export option or the value is not 
unique.（クライアント

“CLIENT”の“server1”上のエ

クスポート・ポイント

“EXPORTPOINT”に FSID エ

クスポート・オプションが

含まれていないか、または

値が固有ではありません。）
A unique FSID will be 
generated and 
"EXPORTPOINT" will be re-
exported using the new FSID 
value.（固有の FSID が生成

され、新しい FSID 値を使用

して"EXPORTPOINT"が再エ

クスポートされます。） 

LifeKeeper 保護下のすべてのエク

スポート・ポイントでは、高可

用性の NFS に固有の fsid=エクス

ポート・オプションを使用する

必要があります。選択したエク

スポートは、この要件を満たし

ていなかったため、固有の値が

生成されてから、選択したエク

スポート・ポイントの再エクス

ポートが行われました。注：“*”
または“world”のクライアント

は、エクスポート・ポイントを

すべてのクライアントが使用 y
できることを示します。 
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エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106003 Unable to create the export 
entry file for "EXPORT 
POINT" in LifeKeeper 
（LifeKeeper の "EXPORT 
POINT" のエクスポート・エ

ントリ・ファイルを作成で

きません） 

考えられる原因 
• ターゲット・サーバのファ

イル・システムに空き容量

がありません。 
• ファイル・システムの問

題。 Steeleye-lkNFS パッケー

ジを再インストールする必

要があります。 

106004 The export point "EXPORT 
POINT" is not on a shared file 
system on server "SERVER" 
（エクスポート・ポイント 
"EXPORT POINT" がサーバ 
"SERVER" の共有ファイ

ル・システムにありませ

ん） 

エクスポート・ポイントが共有

ファイル・システムのものか確

認します。コマンド・ラインの

み。 

106005 Unable to create the HA-NFS 
hierarchy "TAG" with child 
resource "TAG" on server 
"SERVER" 
（サーバ "SERVER" の子リ

ソース "TAG" の HANFS 階

層 "TAG" を作成できませ

ん） 

他のエラー・メッセージを参考

にして、実行するべき処置を決

定します。 

106006 Unable to remove entry for 
export point "EXPORT 
POINT" from /etc/exports on 
server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" の
/etc/exports からエクスポー

ト・ポイント "EXPORT 
POINT" の項目を削除できま

せん） 

/etc/exports ファイルが存在して

いるか、読み込み可能かを確認

します。 

106014 Usage: USAGE STRING（使

用法: USAGE STRING） 
誤った引数で実行されたコマン

ドの使用法。コマンド・ライン

のみ。 

106016 "REQUIRED SOFTWARE" 
cannot be found or does not 
have the expected permissions 
on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" で 
"REQUIRED SOFTWARE" が
見つかりません。 または想

定されるパーミッションを

持っていません） 

NFS は、プライマリ・サーバと

すべてのバックアップ・サーバ

にインストールする必要があり

ます。nfs-utils がインストールさ

れていることを確認してくださ

い。 

106019 Executing command: 
"COMMAND" 
（コマンド："COMMAND" 
を実行しています） 

このメッセージは、LifeKeeper が
NFS デーモンを再起動すると

き、またはエクスポート・ポイ

ントをエクスポート、エクスポ

ート解除するときに表示されま

す。問題が発生した場合、この

情報が役に立ちます。 

 LifeKeeper® for Linux 33 



トラブルシューティング 
 

エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106020 The generated id "nfs-/export" 
conflicts with an existing 
resource id（生成された ID 
"nfs-/export"は、既存のリソ

ース ID と競合していま

す。） 

nfs または hanfs リソース用に内

部で生成されたリソース ID は、

重複しています。 

106025 An unknown error has occurred 
while running "newtag" on 
server "Server1"（サーバ

"Server1"で"newtag"を実行中

に、不明なエラーが発生し

ました。） 

hanfs リソースの nfs のタグを生

成するためにコマンド newtag を

実行しているときに、予想外の

エラーが発生しました。 

106026 Adding dependency between 
HA-NFS resource "hanfs-
/export" and filesys resource 
"export" on server "server1" 
failed.（サーバ"server1"上で

HA-NFS リソース"hanfs-
/export"と filesys リソース

"export"間に依存性を追加し

ようとしましたが、失敗し

ました。） 

選択した hanfs リソースと filesys
リソース間の依存性の作成が、

不明な理由で失敗しました。詳

細については、出力を参照して

ください。 

106027 Open of "ABC" on server 
"SERVER" failed: "File not 
found"（サーバ"SERVER"上
で"ABC"を開こうとしまし

たが、失敗しました: "ファ

イルが見つかりません"。） 

リストされた理由から、ファイ

ルを開けませんでした。 

106029 Unable to get exclusive lock on 
"/var/lib/nfs/rmtab" on server 
"SERVER"（サーバ

"SERVER"上で

"/var/lib/nfs/rmtab"の排他ロ

ックを取得できません。） 

ファイルの問題が示された 20 秒

後に更新するために、排他ロッ

クを/var/lib/nfs/rmtab 上に配置で

きません。 

106031 Re-export of "/export" to add 
FSID option failed on server 
"SERVER"（FSID オプショ

ンを追加するために"/export"
を再エクスポートしようと

しましたが、サーバ

"SERVER"で失敗しまし

た。） 

エクスポート・ポイント“/export”
には fsid 引数が含まれておら

ず、引数を生成した後に再エク

スポートしようとしましたが失

敗しました。fsid 引数を手動で

/etc/exports エントリに追加し、

再エクスポートして、失敗内容

を判別してください。 

106032 Dependent IP resource tag 
name not specified 
（従属している IP リソー

ス・タグ名が指定されてい

ません） 

NFS リソース階層を作成すると

きには、保護する IP アドレスの

リソース・タグを指定する必要

があります。コマンド・ライン

のみ。 

106033 Selected IP resource "TAG" 
does not exist on server 
"SERVER" 
（サーバ "SERVER" に選択

した IP リソース "TAG" が存

在しません） 

NFS リソースを作成する前に、

指定のサーバに IP リソースを作

成する必要があります。また、

コマンドを入力するときに、IP
リソースを正しく入力したか確

認します。コマンド・ラインの

み。 
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エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106034 Adding dependency between 
NFS resource "TAG" and IP 
resource "TAG" on server 
"SERVER" failed 
（サーバ "SERVER" で NFS
リソース "TAG" と IP リソー

ス "TAG" との従属関係の追

加に失敗しました） 

NFS リソースを作成しているサ

ーバで IP リソースがサービス中

か確認します。コマンド・ライ

ンのみ。 

106035 Creation of HA-NFS resource 
"TAG" on server "SERVER" 
failed 
（サーバ "SERVER" で HA-
NFS リソース "TAG" の作成

に失敗しました） 

他のエラー・メッセージを参考

にして、実行するべき処置を決

定します。 

106036 Adding dependency between IP 
resource "TAG" and HA-NFS 
resource "TAG" on server 
"SERVER" failed 
（サーバ "SERVER" で IP リ

ソース "TAG" と HA-NFS リ

ソース "TAG" との従属関係

の追加に失敗しました） 

HA-NFS リソースを作成するサ

ーバで IP リソースがサービス中

か確認します。コマンド・ライ

ンのみ。 

106037 Attempts to get exclusive lock 
on "/var/lib/nfs/rmtab" on 
server "SEVER" failed: "ABC"
（サーバ"SEVER"で
"/var/lib/nfs/rmtab"の排他ロ

ックを取得しようとしまし

たが、失敗しました: 
"ABC"） 

更新のために/var/lib/nfs/rmtab に

排他ロックを配置できません。

原因については、エラー・メッ

セージを参照してください。 

106038 Unable to create directory 
"ABC" on server "SERVER": 
"ABC"（サーバ"SERVER"で
ディレクトリ"ABC"を作成

できません: "ABC"） 

エクスポートされたファイル・

システムでディレクトリを作成

しようとしましたが、失敗しま

した。原因については、エラ

ー・メッセージを参照してくだ

さい。 

106039 Open of "FILE" on server 
"SERVER" failed: “ABC” or 
Attempt to get exclusive lock 
on "FILE" on server 
"SERVER" failed: "ABC（サ

ーバ"SERVER"で"FILE"を開

けませんでした: “ABC”。ま

たは、サーバ"SERVER"で
"FILE"の排他ロックを取得

しようとしましたが、失敗

しました: "ABC） 

ファイルの排他ロックを開くか

または取得しようとしました

が、失敗しました。原因につい

ては、エラー・メッセージを参

照してください。 

106041 The selected IP resource "ip-
123.45.678.90" is not ISP on 
server "SERVER"（選択した

IP リソース"ip-123.45.678.90"
は、サーバ"SERVER"上の

ISP ではありません。） 

選択した IP リソースはサーバに

存在していますが、現在サービ

ス中ではありません。サーバで

IP リソースをサービス中の状態

にして、作成を再試行してくだ

さい。コマンド・ラインのみ。 
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NFS 階層拡張時のエラー 

次に、NFS 階層の拡張時に表示されるエラー・メッセージを、説明とともに挙げます。

これらのエラー・メッセージは、GUI が「Executing the pre-extend script....」というメッセ

ージを表示して、新しいシステムに階層を拡張する前に階層の検証を行っているときに

表示されることに注意してください。 

ターゲット・サーバへの NFS リソース階層の作成時 

 
エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106016 "REQUIRED SOFTWARE" 
cannot be found or does not 
have the expected permissions 
on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" で 
"REQUIRED SOFTWARE" が
見つかりません。 または想

定されるパーミッションを

持っていません） 

NFS は、プライマリ・サーバと

すべてのバックアップ・サーバ

にインストールする必要があり

ます。nfs-utils がインストールさ

れていることを確認してくださ

い。 

106017 The file system "FILE 
SYSTEM" on template server 
"SERVER" has a different 
mount point "MOUNT POINT" 
on server "SERVER" 
（テンプレート・サーバ 
"SERVER" のファイル・シ

ステム "FILE SYSTEM" のマ

ウント・ポイント "MOUNT 
POINT" がサーバ "SERVER" 
で異なります） 

リソースは各サーバに同じマウ

ント・ポイントで作成する必要

があります。ターゲット・サー

バからファイル・システム階層

を拡張解除するか、同じマウン

ト・ポイントでテンプレート・

サーバとターゲット・サーバに

再作成します。 

106018 Unable to copy the file 
"FILENAME" from server 
"SERVER" to server 
"SERVER" 
（ファイル "FILENAME" を
サーバ "SERVER" からサー

バ "SERVER" にコピーでき

ません） 

考えられる原因 
• サーバ間の通信経路がダウ

ンしています。 
• ターゲット・サーバのファ

イル・システムに空き容量

がありません。 
• ファイル・システムの問

題。 steeleye-lkNFS パッケー

ジを再インストールする必

要があります。 

106020 The generated id "nfs-/export" 
conflicts with an existing 
resource id（生成された ID 
"nfs-/export"は、既存のリソ

ース ID と競合していま

す。） 

nfs または hanfs リソース用に内

部で生成されたリソース ID は、

重複しています。 

106022 The export point "EXPORT 
POINT" is in /etc/exports on 
the target server "SERVER" 
（エクスポート・ポイント 
"EXPORT POINT" はターゲ

ット・サーバ "SERVER" の
/etc/exports にあります） 

ターゲット・サーバの/etc/exports
ファイルからエクスポート・ポ

イントを削除してからリソース

を拡張します。 
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エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106023 The export point "EXPORT 
POINT" is exported on the 
target server "SERVER" 
（エクスポート・ポイント 
"EXPORT POINT" はターゲ

ット・サーバ "SERVER" に
エクスポートされていま

す） 

ターゲット・サーバのエクスポ

ート・ポイントをエクスポート

解除してからリソースを拡張し

ます。 
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階層リソースの復元、削除、リカバリー時のメッセージとエラー 

NFS リソースにサービス中にする（復元） 

 
エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106007 Cannot bring NFS or HANFS 
resource "TAG" in service on 
server "SERVER"（サーバ 
"SERVER"で NFS または

HANFS リソース"TAG"をサ

ービス中にできません） 

他のエラー・メッセージを参考

にして、実行するべき処置を決

定します。問題を修正したあ

と、手動でリソースをサービス

中にしてください。 

106010 NFS is not running on server 
"SERVER". LifeKeeper will 
attempt to restart NFS. 
（サーバ "SERVER" で NFS
が動作していません。

LifeKeeper は NFS の再起動

を試みます。 

このメッセージは情報通知用で

す。LifeKeeper は自動的に NFS
デーモンの再起動を試みます。

デーモンの再起動時に

LifeKeeper に問題が発生した場合

は、NFS の起動に失敗したとい

うメッセージが表示されます。 

106011 Starting NFS on server 
"SERVER" failed 
（サーバ "SERVER" の NFS
起動に失敗しました） 

NFS デーモンの再起動時に

LifeKeeper に問題が発生しまし

た。手動で NFS の再起動を行い

ます。 

106012 The export point "EXPORT 
POINT" is not exported on 
server "SERVER". LifeKeeper 
will attempt to export the entry.
（エクスポート・ポイント 
"EXPORT POINT" がサーバ 
"SERVER" にエクスポート

されていません。LifeKeeper
はエントリのエクスポート

を試みます。 

LifeKeeper によって、エクスポー

ト・ポイントがすでにエクスポ

ートされていないことが検出さ

れ、エクスポートが試みられま

す。 

106013 Unable to export "EXPORT 
POINT" on server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" の 
"EXPORT POINT" をエクス

ポートできません） 

ファイル・システムを手動でエ

クスポートします。 

106014 Usage: USAGE STRING（使

用法: USAGE STRING） 
誤った引数で実行されたコマン

ドの使用法。コマンド・ライン

のみ。 

106019 Executing command: 
"COMMAND" 
（コマンド："COMMAND" 
を実行しています） 

このメッセージは、LifeKeeper が
NFS デーモンを再起動すると

き、またはエクスポート・ポイ

ントをエクスポート、エクスポ

ート解除するときに表示されま

す。問題が発生した場合、この

情報が役に立ちます。 
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エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106024 Unable to stop and restart 
rpc.mountd on "SERVER!"
（"SERVER"で rpc.mountd を

停止および再開できませ

ん。） 

階層復元中には、rpc.mountd デー

モン・プロセスを再開する必要

がありますが、このプロセスが

失敗しました。プロセスを手動

で停止および再開して、エラー

とその処置を判別してみてくだ

さい。 

106027  リストされた理由から、ファイ

ルを開けませんでした。 

106028 Mount of /proc/fs/nfsd failed 
on server "SERVER!" 
（サーバ"SERVER"で
/proc/fs/nfsd のマウントに失

敗しました。） 

2.6 以降のカーネルでは、クライ

アント認証に/proc/fs/nfsd が使用

されますが、そのマウント試行

が失敗しました。手動で

/proc/fs/nfsd をマウントし、失敗

内容を判別してみてください。 

106029 Unable to get exclusive lock on 
"/var/lib/nfs/rmtab" on server 
"SERVER" 
（サーバ"SERVER"上で

"/var/lib/nfs/rmtab"の排他ロ

ックを取得できません。） 

ファイルの問題を示す 20 秒後の

更新のために、排他ロックを

/var/lib/nfs/rmtab 上に配置できま

せん。 

106030 Unable to restore client info for 
"123.45.678.90" on server 
"SERVER!": "ABC" 
（サーバ"SERVER"で
"123.45.678.90"のクライアン

ト情報を復元できません: 
"ABC"） 

クライアントの 123.45.678.90 ロ

ックをサーバ SERVER1 へフェイ

ルオーバしようとしましたが、

リストされた理由から失敗しま

した。失敗の条件を訂正し、階

層の復元を再試行してくださ

い。  

106037 Attempts to get exclusive lock 
on "/var/lib/nfs/rmtab" on 
server "SEVER" failed: "ABC"
（サーバ"SEVER"で
"/var/lib/nfs/rmtab"の排他ロ

ックを取得しようとしまし

たが、失敗しました: 
"ABC"） 

更新のために/var/lib/nfs/rmtab に

排他ロックを配置できません。

原因については、エラー・メッ

セージを参照してください。 

106039 Open of "FILE" on server 
"SERVER" failed: “ABC” or 
Attempt to get exclusive lock 
on "FILE" on server 
"SERVER" failed: "ABC 
（サーバ"SERVER"で"FILE"
を開けませんでした: 
“ABC”。または、サーバ

"SERVER"で"FILE"の排他ロ

ックを取得しようとしまし

たが、失敗しました: 
"ABC） 

ファイルの排他ロックを開くか

または取得しようとしました

が、失敗しました。原因につい

ては、エラー・メッセージを参

照してください。 
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エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106040 Multiple virtual IP addresses 
detected.  In this release NFS 
lock failover only supports one 
virtual IP address. 
（複数の仮想 IP アドレスが

検出されました。このリリ

ースでは、NFS ロックのフ

ェイルオーバは 1 つの仮想

IP アドレスにしか対応して

いません。） 

NFS リソース階層を作成し直し

て、1 つの仮想 IP アドレスのみ

を使用するか、または

LifeKeeper デフォルト・ファイル

で FAILOVERNFSLOCKS を false
に設定してください。 

NFS リソースをサービス休止にする（削除） 

 
エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106008 Unable to unexport the export 
point "EXPORT POINT" on 
server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" のエク

スポート・ポイント 
"EXPORT POINT" のエクス

ポートを解除できません） 

exportfs(8)コマンドを使用して、

エクスポートを解除します。 

106014 Usage: USAGE STRING（使

用法: USAGE STRING） 
誤った引数で実行されたコマン

ドの使用法。コマンド・ライン

のみ。 

106019 Executing command: 
"COMMAND" 
（コマンド："COMMAND" 
を実行しています） 

このメッセージは、LifeKeeper が
NFS デーモンを再起動すると

き、またはエクスポート・ポイ

ントをエクスポート、エクスポ

ート解除するときに表示されま

す。問題が発生した場合、この

情報が役に立ちます。 

NFS リソースをサービス中に戻す（リカバリー） 

LifeKeeper Core は、NFS の quickCheck スクリプトを実行して、ローカル・サーバでサー

ビス中のすべての NFS インスタンスの状態を定期的にチェックします。このスクリプト

は次の事項を検証します。 

• ファイル・システムがエクスポートされているか 
• NFS/HA-NFS デーモンが実行中か 

インスタンスが完全に動作していない場合、recover スクリプトが実行され、インスタン

スの再起動が試みられます。これは、エラー・メッセージを記録し、restore を起動して、

（restore スクリプトの結果に応じて） 後のエラー・メッセージまたは成功メッセージ

を出力し、restore と同じ結果を返します。復元／リカバリーに失敗した場合、このイン

スタンスは別のサーバにフェイルオーバされます。 

階層削除のメッセージとエラー 

次に、NFS 階層の削除時に表示されるエラー・メッセージを、説明とともに挙げます。 
 
エラー番号 エラー・メッセージ 説明 
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エラー番号 エラー・メッセージ 説明 

106015 Unable to restore the entry for 
export point "EXPORT 
POINT" in /etc/exports on 
server "SERVER" 
（サーバ "SERVER" の
/etc/exports にエクスポー

ト・ポイント "EXPORT 
POINT" の項目を復元できま

せん） 

手動で復元します。 

106021 An entry for export point 
"EXPORT POINT" already 
exists in /etc/exports. The entry 
that was being used by the NFS 
Server Recovery Kit has been 
placed in the file 
"FILENAME" 
（エクスポート・ポイント 
"EXPORT POINT" の項目は

すでに/etc/exports に存在し

ます。NFS Server Recovery 
Kit が使用していた項目はフ

ァイル "FILENAME" に保存

されています） 

/etc/exports のエクスポート項目

が正しいか確認します。 
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