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PostgreSQL Recovery Kit 管理ガイド 
 
 

はじめに 
PostgreSQL は SQL に準拠した、POSTGRES をベースとするオブジェクト・リレーシ

ョナル・データベース管理システム（ORDBMS）です。PostgreSQL は誕生以来進化を

続け、 も高度なオープンソース・リレーショナル・データベース管理システムの 1 つ

になりました。   

PostgreSQL Database Recovery Kit は、LifeKeeper for Linux 環境内の PostgreSQL デー

タベースに障害回復保護機能を提供します。 

本書の内容 

本書では、PostgreSQL 階層を正しく定義し、管理できるように以下のトピックについ

て説明します。 

• PostgreSQL Recovery Kit要件：PostgreSQL Recovery Kitを適切に設定、導入、運

用するうえで必要なハードウェアとソフトウェアについて説明します。  
• 概要：PostgreSQL Recovery Kitの特徴と機能について説明します。 
• 設定上の検討事項：PostgreSQL Recovery Kitをインストールして設定する前に検討

すべき情報が記載されています。   
• LifeKeeperでのPostgreSQLの設定：PostgreSQLソフトウェアとLifeKeeperソフト

ウェアをインストールして設定するための手順を説明します。 
• リソース設定作業：階層に対してLifeKeeper GUIを使用して実行するさまざまな機

能（作成、拡張、削除、拡張解除）について説明します。 
• トラブルシューティング：PostgreSQL Recovery Kitに関連するエラー・メッセージ

の一覧と説明が記載されています。  
• 付録 EnterpriseDB Postgres Plus Advanced Server 環境での LifeKeeper および

PostgreSQL  Recovery Kit の使用についての設定情報を追加しました。 
 

LifeKeeper のドキュメント 

LifeKeeper コアに関連して以下のドキュメントがあります。 

• 『リリース・ノート』 
• 『Online Product Manual』 
• 『プランニングおよびインストールの手引き』 
これらのドキュメントは、その他の LifeKeeper Recovery Kit 関連のドキュメントは、

http://us.sios.com/support から入手可能です。Support, Documentation から Linux
を選択してください。『Online Product Manual』は、LifeKeeper GUI の[Help]メニューか

らも参照できます。 
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はじめに 

PostgreSQL のドキュメント 

『管理ガイド』、『ユーザー・ガイドおよびリファレンス・ガイド』を含む PostgreSQL
のドキュメントは以下の Web サイトで入手できます。 

http://www.postgresql.org/docs
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PostgreSQL Recovery Kit の要件 

PostgreSQL Recovery Kit の要件 
LifeKeeper for Linux PostgreSQL Recovery Kit をインストールする前に、LifeKeeper 環
境が次の要件を満たしている必要があります。LifeKeeper のハードウェアとソフトウェ

アのインストールと設定に関する具体的な手順については、『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。 

ハードウェア要件 

• サーバ - サーバは、『LifeKeeper for Linux プランニングおよびインストールの手引

き』および『LifeKeeper for Linux リリース・ノート』に記載されている要件に従っ

て設定する必要があります。 
• IP ネットワーク・インターフェース・カード - Ethernet TCP/IP をサポートするネッ

トワーク・インタフェース・カードを 1 つ以上必要とします。ただし、LifeKeeper
クラスタのベストプラクティスでは 2 つ以上の通信パスが必要であることに注意し

てください。LAN を使用した 2 つの通信パスは、ハートビート用に別々のサブネッ

トに接続することをお勧めします。 また、少なくともどちらか 1 つのサブネットは、

プライベート・ネットワークとして設定します。TCP と TTY のハートビートの組み

合わせもサポートされています。 

ソフトウェア要件 

• TCP/IP ソフトウェア – LifeKeeper 環境の各サーバには TCP/IP ソフトウェアが必要

です。 
• PostgreSQLソフトウェア - クラスタ内の全サーバに必ず同じバージョンの

PostgreSQLソフトウェアをインストールします。PostgreSQLソフトウェアは、

http://www.postgresql.org/download.に記載されているいずれかのミラー・サイトか

らダウンロードできます。 
• LifeKeeper ソフトウェア - クラスタの各サーバにインストールする LifeKeeper ソフ

トウェアのバージョン、および、適用する LifeKeeper ソフトウェア・パッチのバー

ジョンが同一であることが絶対条件です。 
• LifeKeeper for Linux PostgreSQL Recovery Kit - PostgreSQL Recovery Kit は CD-

ROM 媒体で提供されます。Red Hat Package Manager（rpm）でパッケージされて

おり、rpm を使用してインストール／アンインストールを行います。LifeKeeper for 
Linux PostgreSQL Recovery Kit CD には、次の rpm ファイルが格納されています。 
steeleye-lkPGSQL 
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概要 

概要 
LifeKeeper for Linux PostgreSQL Recovery Kit は、LifeKeeper 内の PostgreSQL インス

タンスを保護する機能を提供します。PostgreSQL ソフトウェア、LifeKeeper コア、お

よび PostgreSQL Recovery Kit はクラスタ内の 2 台以上のサーバにインストールされま

す。PostgreSQL データベース・インスタンスが LifeKeeper の保護下に入ったら、クラ

イアントは LifeKeeper が保護する IP アドレスを使用してデータベースに接続します。

LifeKeeper が保護する IP アドレスは別々に作成し、親 PostgreSQL リソース・インスタ

ンスと子 IP アドレス・リソースの間に従属関係を手動で作成する必要があります。

PostgreSQL サーバに障害が発生した場合、LifeKeeper はまずローカル・サーバ上での

リカバリーを試みます。ローカル・リカバリーに失敗した場合、バックアップ・サーバ

に切り替えます。  

PostgreSQL リソース階層 

以下の例は典型的な PostgreSQL リソース階層を示しています。 

 

上記の例の従属関係は、以下の保護されるリソースに対応しています。 

 
 

リソース PostgreSQL ソフトウェア・コンポーネント 

LKIP.EXAMPLE.COM クライアント接続に使用される切り替え可能な

IP アドレスを保護します。 

var/lib/pgsql/data データベース・データ・ディレクトリ

（PGDATA）を保護します。 

var/lib/pgsql/exec PostgreSQL サーバとクライアントの実行可能フ

ァイルを保護します（実行可能ファイルが共有フ

ァイル・システムにインストールされている場

合）。 

var/lib/pgsql/log データベースログファイルディレクトリを保護し

ます。 (ログパスが共有ファイルシステム上にイ

ンストールされている場合) 
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概要 

var/lib/pgsql/pg_xlog データベーストランザクションログディレクトリ

を保護します。 (PGDATA/pg_xlog) トランザクシ

ョンディレクトリは Write-Ahead-Log ディレクト

リとして参照されます。 

 

var/lib/pgsql/socket_path データベース・ソケット・ディレクトリを保護し

ます（ソケット・パスが共有ファイル・システム

上にある場合）。 

 

フェイルオーバが発生した場合、LifeKeeper はバックアップ・サーバでファイル・シス

テム、IP アドレス、およびデータベース・リソース（すべてのリソース従属関係を含

む）をサービス中にします。クライアントは切断され、サーバに再接続する必要があり

ます。まだコミットされていない SQL ステートメントはすべて再入力する必要がありま

す。  
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設定上の検討事項 

設定上の検討事項 
本セクションでは、PostgreSQL Recovery Kit の設定と管理を開始する前に検討すべき

事項について説明します。   

SDR でのミラー・ファイル・システムの使用 

PostgreSQL Recovery Kit では、SteelEye Data Replication（SDR）を共有ファイル・シ

ステムとして使用できます。ミラー・ファイル・システムは、PostgreSQL インストー

ル・パス、ログ・パス、データ・ディレクトリ、および実行可能パスに使用できます。 

たとえば、PostgreSQL リソースの従属ファイル・システムは、データ・ディレクトリ

のファイル・システムとその従属関係を示す、以下の SDR リソース・ミラーと似てい

ます。 

 

Postgre SQL の保護：ベストプラクティス 

アクティブ／スタンバイ設定では、バックアップ・サーバは PostgreSQL をアクティブ

に実行せず、プライマリ・サーバに障害が発生した場合に備えてスタンバイします。ア

クティブ/アクティブ構成では、障害時、他のサーバに対するバックアップとして各サー

バがアクティブに PostgreSQL インスタンスを実行します。以下に、アクティブ／スタ

ンバイもしくはアクティブ/アクティブ設定構成で PostgreSQL リソース・インスタンス

を保護するときに従わなければならない具体的な要件を示します。 

1. PostgreSQL の DataDir および Write-Ahead-LogPath (PGDATA/pg_xlog)を 1 つ以上

の共有ファイル・システムにインストールしてください。DataDir および WAL-Path 
は、リソースインスタンスを保護する全てのサーバ間で共有してください。 

• PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーは、データ・ディレクトリと、

Write-Ahead-LogPath.を含むディレクトリを所有している必要があります。 
• PostgreSQL データベースは、initdb ユーティリティを使用して作成してください。

initdb ユーティリティは、PostgreSQL オーナとして、–D <データ・ディレクトリ> 
オプションを使用して実行する必要があります 

• デフォルトの PostgreSQL インスタンスの自動スタートアップは無効にするか、ま

たはデフォルトの PostgreSQL インスタンスが使用するポート以外のポートで

LifeKeeper で保護する PostgreSQL インスタンスを稼働するように変更する必要が

あります。 
• LifeKeeper で保護する PostgreSQL インスタンスの自動スタートアップは無効にす

る必要があります。LifeKeeper は、保護するインスタンスの開始と停止を制御しま

す。 
• PostgreSQL インスタンスは、階層の作成に先だって手動で開始する必要があります。

インスタンスは、pg_ctl ユーティリティにバックエンド・オプション –o “–p <ポー

ト>” を指定して開始することが要求されます。 
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設定上の検討事項 

2. PostgreSQL の StartupLogPath, SocketPath, ExecutablePath は、任意

の共有ファイルシステム上か、各クラスタノードのローカルファイルシス

テム上に配置することができます。 
• PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーは socket path を含むディレ

クトリを所有している必要があります。 
• PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーは StartupLogPath  を含むデ

ィレクトリでの書き込み権限を所有している必要があります。 
 

3. アクティブ/スタンバイもしくはアクティブ/アクティブのどちらかで複数のイ

ンスタンスを起動する場合は、各インスタンスに一意のポートまたはソケッ

トを割り当てて下さい。 
 

 

 LifeKeeper for Linux 9 



LifeKeeper での PostgreSQL の設定 

LifeKeeper での PostgreSQL の設定 
PostgreSQL データベースと LifeKeeper ソフトウェアのインストールと設定には以下の

手順をお勧めします。各ステップは、後述の詳細作業にリンクしています。 

1. PostgreSQLソフトウェアのインストール

2. PostgreSQLデータベースの作成

3. LifeKeepeコアとPostgreSQL Recovery Kitのインストール 

4. PostgreSQLリソースのためのLifeKeeper設定項目

これらの作業を実行すると、LifeKeeper リソース階層を作成して PostgreSQL データベ

ースを保護できるようになります。 

PostgreSQL ソフトウェアのインストール 

同一のパラメータ・設定を使用してクラスタ内の全サーバに PostgreSQL ソフトウェア

をインストールする必要があります。（詳細については、PostgreSQL の各種ドキュメン

トを参考にして下さい） 

以下は、LifeKeeper を PostgreSQL と連携させるための追加の推奨事項および注意事項

です。 

• PostgreSQL クライアント・ソフトウェア・パッケージがインストールされている必

要があります。これらのパッケージには、PostgreSQL psql クライアント・ユーテ

ィリティが含まれていなければなりません。 
• PostgreSQL サーバ・ソフトウェア・パッケージがインストールされている必要があ

ります。これらのパッケージには、PostgreSQL pg_ctl および initdb ユーティリテ

ィが含まれていなければなりません。   
• PostgreSQL クライアント・パッケージとサーバ・パッケージのバージョンは、全サ

ーバで同じでなければなりません。 
• 全サーバに、PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーが以下のように存在し

ている必要があります。 
 

− PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーを PostgreSQL ソフトウェアの   
インストールとサブディレクトリのオーナとして指定します。 

 
− PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーには、pg_ctl ユーティリティを

使用する権限が必要です。 
PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーは、pg_util コマンドを使用し

てポストマスタ・インスタンスを開始および停止できなければなりません。 
 
− PostgreSQL オペレーティングシステムユーザー名には英数字（a-z,A-Z, 0-9）の

みを使用する必要があります。 
 

− PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーのユーザーID とグループ ID は、

全サーバで同じでなければなりません。 
•  PostgreSQL データベースアドミニストレータユーザーは、PostgreSQL のデー

タベース内に存在している必要があります。また PostgreSQL データベースア
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LifeKeeper での PostgreSQL の設定 

ドミニストレータユーザーは、LifeKeeper クライアンから psql ユーティリティ

を使用し接続する必要があります。  
  

• PostgreSQL データベースアドミニストレータユーザーはデータベース

(template1)への接続権限を保有している必要があり、またインスタンスのデータ

ベースを取得できる必要があります。 
 

•  PostgreSQL データベースアドミニストレータユーザは、システムテーブルの

閲覧権限および一般的なクエリを作成できる権限を保有している必要がありま

す。 
 

• PostgreSQL データベースアドミニストレータユーザは PostgreSQL オペレーテ

ィングシステムユーザーと同じ名前を持つことができます。 
 

PostgreSQL データベースの作成 

データベースを作成するには、『PostgreSQL 管理ガイド』の手順に従います。さらに、

次の推奨事項にも留意してください。 

• PostgreSQL データ・ディレクトリは initdb ユーティリティを使用し、–D <デー

タ・ディレクトリ>オプションを指定して初期化する必要があります。initdb コマン

ドは PostgreSQL オペレーティングシステムユーザーとして実行する必要がありま

す。 
• PostgreSQL インスタンス・データ・ディレクトリは共有ファイル・システムに存在

している必要があります。 
• PostgreSQL トランザクションログディレクトリは共有ファイルシステム上に存在し

ている必要があります。 
• PostgreSQL データベース名には英数字のみを使用する必要があります。 
• データベースを作成したら、PostgreSQL データベース・インスタンスの自動スター

トアップを無効にする必要があります。LifeKeeper の保護下に入ったら、

LifeKeeper がデータベースの開始と停止を行います。 
• PostgreSQL インスタンスは、階層の作成に先だって手動で開始する必要があります。

インスタンスは、 pg_ctl ユーティリティにバックエンド・オプション –o “–p <ポー

ト>” を指定して開始してください。 
パスワードの保護を無効にする場合(インスタンスへの接続に、パスワード保護を使用し

ない) 
• PostgreSQL データベース・インスタンスがパスワード保護されない場合や、

PostgreSQL の管理ユーザからローカル・クライアント接続にパスワードを必要とし

ない場合は、エントリがローカルトラスト接続を許可した状態で存在している必要

があります。以下は PostgreSQL のデータベース管理ユーザのローカルクライアン

ト接続を有効にするために pg_hba.conf に記述するエントリのサンプルです。 
======================== 
 . 
 . 
Local all postgres trust 
 . 
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LifeKeeper での PostgreSQL の設定 

 . 

 パスワード保護を有効にする (インスタンスへの接続にパスワードを使用する。) 
• パスワードで保護されるデータベースインスタンスは、リソースが保護されるクラ

スタの各サーバ上の.pgpass 認証ファイルに存在するための PostgreSQL データベー

ス管理ユーザに対するパスワードエントリが必要になります。.pgpass ファイルは 
パスワードを要求する各 PostgreSQL データベース管理ユーザに対して有効でテス

ト済みのエントリを保有している必要があります。 
• .pgpass ファイルは PostgreSQL オペレーティングシステムユーザのホームディレク

トリに配置してください。ファイルへのアクセス権を制限するために適切な権限を

設定してください。 
• 以下は、<socket directory>:<port>:<database>:<user>:<password> のフォーマット

で示した.pgpass file の一例です。 
======================= 
 
/tmp:5443:*:lifekeeper:jh43tmp2009 
 
======================== 

注意 1: LifeKeeper では保護する場合、.pgpass ファイルを使用したパスワード入力の

省略化を行なう必要があります。pgpass ファイルは、パスワード保護されたイン

スタンスが保護される各サーバ上に存在している必要があります。   
 
注意 2: <socket directory> のエントリはリソース作成時に指定した値と一致している必

要があります。例えば、リソース作成時に指定したソケットファイルが 
/tmp/socketdir/.s.PGSQL-5443 の場合は、.pgpass ファイルのソケットディレクトリ

のエントリは /tmp/socketdir である必要があります。 
 
注意 3: PostgreSQL 8.2 以降では.pgpass のホスト名をデフォルトのソケットディレクト

リと一致させてください。(例:<hostname>:<port>:<database>:<user>:<password>). 
 

 

LifeKeeper ソフトウェアのインストール 

PostgreSQL ソフトウェアをインストールし、データベースを作成したら、LifeKeeper
コア・ソフトウェアと必要なパッチをインストールし、続いて PostgreSQL Recovery 
Kit をインストールできます。  

LifeKeeper パッケージのインストールに関する詳細は、『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。 

PostgreSQL リソースのための LifeKeeper 設定項目 

PostgreSQL Recovery Kit には、特定のシナリオでリソース保護をカスタマイズできる

ように、設定項目のための環境変数が用意されています。これらの変数の値を変更する

には、ファイル/etc/default/LifeKeeper を編集します。新しい設定を反映するためにプロ

セスを再起動する必要はありません。デフォルト値は PostgreSQL Recovery Kit がイン

ストールされる も多くの環境で動作する値となっています。 
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• LKPGSQL_CONN_RETRIES 
この設定項目は、データベースが開始するまで PostgreSQL Recovery Kit が待機

する時間を制御します。この時間は次の式を使用して Recovery Kit が計算しま

す。(LKPGSQL_CONN_RETRIES * 5) = データベースインスタンスの開始まで

待機する合計時間（秒単位）。この変数の設定は、リソースのサービス中要求と

リソースのローカル・リカバリーの両方に影響します。 

• LKPGSQL_DISCONNECT_CLIENT 
この設定項目は、ポストマスタがクラッシュした場合にアクティブなクライアン

トが切断されるかどうかを制御します。値を 1(true)に設定すると、アクティブ

なクライアントはリソースのローカル・リカバリーが進行している間は切断され

ます。値を 0(false)に設定すると、アクティブなクライアントはリソースのロー

カル・リカバリーが進行している間も切断されません。この変数は、リソースの

ローカル・リカバリー・イベントのみに影響し、ポストマスタ・プロセスが稼働

していない場合のローカル・リカバリー・イベントの場合にのみ適用されます。 

• LKPGSQL_SDIRS 
この設定項目は、PostgreSQL データベースをシャットダウンする際のクライア

ント切断動作を制御します。カンマで区切られたパラメータをデフォルトファイ

ルに追加する必要があります。このオプションを設定することにより、指定され

たリソースインスタンスもしくは保護されるデータディレクトリと一致するイン

スタンスが、クライアントに対してシャットダウン時の切断を要求しません。 
LKPGSQL_SDIRS=/protected/pgsql-datadir  
 
LKPGSQL_SDIRS=/protected/pgsql-datadir,/otherprotected/pgsql-datadir 
 

 /protected/pgsql-datadir および /otherprotected/pgsql-datadir は、LifeKeeper
の保護下の PostgreSQL データディレクトリです。 

注意: このオプション LKPGSQL_SDIRS および LKPGSQL_IDIRS は排他的なオ

プションです。LKPGSQL_SDIRS もしくは LKPGSQL_IDIRS の値は、階層の作

成中に選択した保護対象の datadir の値と一致していなければなりません。 

• LKPGSQL_IDIRS 
この設定項目は、PostgreSQL データベースをシャットダウンする際のクライア

ント切断動作を制御します。このオプションを設定することにより、指定された

リソースインスタンスもしくは保護されるデータディレクトリと一致するインス

タンスが、クライアントに対してシャットダウン時の即時切断を要求します。 
LKPGSQL_IDIRS=/protected/pgsql-datadir  
 
LKPGSQ_IDIRS=/protected/pgsql-datadir,/otherprotected/pgsql-datadir 
 

 /protected/pgsql-datadir および/otherprotected/pgsql-datadir は、LifeKeeper
の保護下の PostgreSQL データディレクトリです。 

注意: このオプション LKPGSQL_SDIRS および LKPGSQL_IDIRS は排他的です。

LKPGSQL_SDIRS または  LKPGSQL_IDIRS の値は階層の作成中に選択した

datadir の値と一致していなければなりません。 
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リソース設定作業 
前のセクションで説明したセットアップ作業を終了したら、PostgreSQL リソース階層

を作成して拡張できるようになります。 

LifeKeeper for Linux PostgreSQL Recovery Kit の設定に関して、以下の作業を行うこと

ができます。   

• リソース階層の作成 - PostgreSQL リソース階層を作成します。 
• リソース階層の削除 - PostgreSQL リソース階層を削除します。 
• リソース階層の拡張 - PostgreSQL リソース階層をプライマリ・サーバからバックア

ップ・サーバに拡張します。 
• リソース階層の拡張解除 - LifeKeeper クラスタ内の 1 つのサーバから PostgreSQL

リソース階層を拡張解除（削除）します。 
ファイル・システムや IP リソースなど、LifeKeeper コア・リソース階層の設定手順につ

いては、『LifeKeeper Online Product Manual』の「GUI Administrative Tasks」セクショ

ンを参照してください。  

さらに、以下はすべての Recovery Kit で手順が同一の共通作業であるため、詳細につい

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

• 従属関係の作成  - 既存のリソース階層と別のリソース・インスタンスとの間に子従

属関係を作成し、クラスタ内のすべての対象サーバに従属関係の変更を反映します。 
• 従属関係の削除  -  リソースの従属関係を削除して、クラスタ内のすべての対象サー

バに従属関係の変更を反映します。 
• サービス中  - リソース階層をアクティブにします。 
• サービス休止  - リソース階層を非アクティブにします。 
• プロパティの表示／編集  - リソース階層のプロパティを表示または編集します。 

注：このセクションの残りの部分では、設定作業はすべて[Edit]メニューを使用して実行

します。この設定作業の大半は次の方法でも実行できます。 

• ツールバーから 
• 状況表示の左側ペインにあるグローバル・リソースを右クリックする 
• 状況表示の右側ペインにあるリソース・インスタンスを右クリックする 

右クリックの方法を使用すると、[Edit]メニューを使用するときに要求される情報を入力

せずにすみます。 
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PostgreSQL リソース階層の作成 

プライマリ・サーバで次の手順を実行します。 

1. [Edit]メニューの[Server]から[Create Resource Hierarchy]を選択します。 

  [Create Resource Wizard]ダイアログ ボックスが表示されます。 

2. ドロップダウン・リストから[PostgreSQL Database]を選択し、[Enter]をクリック

します。 

3. 以下の情報を入力するように要求されます。ダイアログ・ボックスで[Back]ボタン

が有効な場合は、前のダイアログ・ボックスに戻ることができます。これは、エラ

ーが発生して、前に入力した情報を修正する必要がある場合に便利な機能です。い

つでも[Cancel]をクリックして、作成処理全体を取り消すことができます。 

フィールド ヒント 

Switchback 
Type 

 

[intelligent]または[automatic]を選択します。フェイ

ルオーバ後、バックアップ・サーバで PostgreSQL
リソースがサービス中（アクティブ）になると

き、プライマリ・サーバにスイッチバックされる

方法が決まります。インテリジェント・スイッチ

バック（intelligent）の場合、リソースをプライマ

リ・サーバにスイッチバックするときに管理者の

介入が必要ですが、自動スイッチバック

（automatic）の場合は、プライマリ・サーバがオ

ンラインに戻り、LifeKeeper の通信パスが再確立

されるとすぐにスイッチバックが実行されます。  

注：スイッチバック方法は、PostgreSQL リソー

スが使用する従属リソースのスイッチバック方法

と一致する必要があります。 

PostgreSQL 
Executable 
Location 

このフィールドは、PostgreSQL 実行可能ファイ

ルを含むディレクトリ・パスを指定するために使

用されます。パス名に使用できる有効文字は、英

字、数字、一部の特殊文字（- _ . /）です。 

PostgreSQL 
Client 
Executable 
Location 

 

この項目は実行可能ファイル psql を含むディレク

トリパスを指定するために使用されます。パス名

に使用できる有効文字は、英字、数字、一部の特

殊文字（- _ . /）です。 

PostgreSQL 
Administration 
Executable 
Location 

この項目は PostgreSQL 実行可能ファイル pg_ctl
を含むディレクトリパスを指定するために使用さ

れます。パス名に使用できる有効文字は、英字、

数字、一部の特殊文字（- _ . /）です。 
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PostgreSQL 
Data Directory 

このフィールドは、LifeKeeper の保護下に置かれ

る PostgreSQL データ・ディレクトリ（datadir）
の場所を指定するために使用されます。指定され

たディレクトリは、共有ファイル・システムに存

在し、常駐している必要があります。パス名に使

用できる有効文字は、英字、数字、一部の特殊文

字（- _ . /）です。 

PostgreSQL 
Port 

このフィールドは、ポストマスタ・デーモンがク

ライアント・アプリケーションからの接続をリス

ニングする TCP/IP ポート番号を指定するために

使用されます。 

PostgreSQL 

Socket path 
このフィールドは、ポストマスタ・デーモンがク

ライアント・アプリケーションからの接続をリス

ニングする UNIX ドメイン・ソケットへのフルパ

スを指定するために使用されます。パス名に使用

できる有効文字は、英字、数字、一部の特殊文字

（- _ . /）です。 

PostgreSQL 
Database 
Administrator 
User 

このフィールドは、指定したデータベースインス

タンスとそのインスタンスへの接続および管理者

権限に対する PostgreSQL データベース管理ユー

ザを指定するために使用されます。 

PostgreSQL 
Logfile 

このフィールドは PostgreSQL のログファイルに

使用されるログファイルを指定するために使用さ

れます。 

PostgreSQL 
Database Tag 

プライマリ・サーバ上の新しい PostgreSQL デー

タベース・リソースに対する固有のタグ名です。

デフォルトのタグ名は語「pgsql」の後にデータベ

ース・インスタンスのポート番号を付けたもので

す。別の固有のタグ名を入力することもできま

す。タグに使用できる有効文字は、英字、数字、

一部の特殊文字（- _ . /）です。 

4. [Create]をクリックします。Create Resource ウィザードが、PostgreSQL リソース

階層を作成します。LifeKeeper によって入力データが検査されます。問題が検出さ

れた場合、情報ボックスにエラー・メッセージが表示されます。 

5. PostgreSQL リソース階層が正常に作成されたこと、フェイルオーバによる保護を実

現するにはその階層をクラスタ内の別のサーバに拡張する必要があることを示すメ

ッセージが表示されます。[Next]をクリックします。 

6. [Continue]をクリックします。Pre-Extend ウィザードが起動されます。リソース階

層を別のサーバに拡張する方法の詳細については、「PostgreSQL リソース階層の拡

張」のステップ 2 を参照してください。 
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PostgreSQL リソース階層の拡張 

この操作は[Edit]メニューから開始できます。 または、[Create Resource Hierarchy]の
処理を完了すると自動的に開始されます。 その場合は、ステップ 2 を参照してください。 

1. [Edit]メニューの[Resource]から[Extend Resource Hierarchy]を選択します。Pre-
Extend ウィザードが表示されます。拡張操作に慣れていない場合は、[Next]をクリ

ックします。LifeKeeper の[Extend Resource Hierarchy]作業のデフォルト値をよく

知っていて、入力と確認を省略する場合は、[Accept Defaults]をクリックします。 

2. Pre-Extend ウィザードで以下の情報を入力します。  

注： 初の 2 つのフィールドは、[Edit]メニューの[Extend]から操作を開始した場合にだ

け表示されます。 

フィールド ヒント 

Template 
Server 

PostgreSQL リソースが現在サービス中のサーバを選択し

ます。 

Tag to Extend 拡張する PostgreSQL リソースを選択します。 

Target Server 拡張先のサーバを入力または選択します。 

Switchback 
Type 

フェイルオーバ後、バックアップ・サーバで PostgreSQL リ

ソースがサービス中（アクティブ）になるとき、プライマ

リ・サーバにスイッチバックされる方法が決まります。

[intelligent]または[automatic]を選択できます。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。

注：スイッチバック方法は、PostgreSQL リソースが使用

する従属リソースのスイッチバック方法と一致する必要が

あることに注意してください。 

Template 
Priority 

[Template Priority]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 PostgreSQL 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）。拡張処理時に、別のシステムですでに使

用中の優先順位をこの階層に対して指定することはできま

せん。デフォルト値を推奨します。  

注：このフィールドは階層を 初に拡張するときだけ表示

されます。 

Target Priority 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 PostgreSQL 階層の優先順位です。1～999 の範囲の未

使用の値が有効で、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。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。 

3. 拡張前のチェックが正常に終了したというメッセージが表示されたら、[Next]をクリ
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ックします。 

4. 拡張する階層に応じて、拡張されるリソース・タグ（一部編集不可）を示す一連の

情報ボックスが表示されます。  

5. Pre-Extend ウィザードでは以下の情報を入力します。 

PostgreSQL 
Executable 
Location 

このフィールドは、PostgreSQL 実行可能ファイ

ルを含むディレクトリ・パスを指定するために使

用されます。パス名に使用できる有効文字は、英

字、数字、一部の特殊文字（- _ . /）です。 

PostgreSQL 
Database Tag 

プライマリ・サーバ上の新しい PostgreSQL デー

タベース・リソースに対する固有のタグ名です。

デフォルトのタグ名は語「pgsql」の後にデータベ

ース・インスタンスのポート番号を付けたもので

す。別の固有のタグ名を入力することもできま

す。タグに使用できる有効文字は、英字、数字、

一部の特殊文字（- _ . /）です。 

6. "Hierarchy extend operations completed"というメッセージが表示されたら、階層を

別のサーバに拡張する場合は、[Next Server]をクリックし、これ以上拡張作業が必

要ない場合は、[Finish]をクリックします。 

7. "Hierarchy Verification Finished"というメッセージが表示されたら、[Done]をクリッ

クします。 

PostgreSQL リソース階層の拡張解除 

LifeKeeper クラスタ内にある 1 つのサーバからリソース階層を削除するには、次の手順

を実行します。 
1. [Edit]メニューの[Resource]から[Unextend Resource Hierarchy]を選択します。 

2. PostgreSQL リソースを拡張解除する[Target Server]を選択します。PostgreSQL リ

ソースが現在サービス中のサーバは選択できません（右側ペインでリソース・イン

スタンスを右クリックして[Unextend]作業を選択した場合は、このダイアログ・ボッ

クスは表示されません）。[Next]をクリックします。 

3. 拡張解除する PostgreSQL 階層を選択し、[Next]をクリックします（どちらかのペイ

ンでリソース・インスタンスを右クリックして[Unextend]作業を選択した場合は、こ

のダイアログは表示されません）。  

4. ターゲット・サーバと拡張解除の対象として選択した PostgreSQL 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. PostgreSQL リソースが正常に拡張解除されたことを確認する別の情報ボックスが表

示されます。[Done]をクリックして、[Unextend Resource Hierarchy]メニューを終

了します。 

PostgreSQL リソース階層の削除 

LifeKeeper 設定内のすべてのサーバから PostgreSQL リソース階層を削除するには、次

の手順を実行します。 
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1. [Edit]メニューの[Resource]から[Delete Resource Hierarchy]を選択します。 

2. PostgreSQL リソース階層を削除する[Target Server]の名前を選択します。 

注：左側ペインのグローバル・リソースまたは右側ペインの個々のリソース・イン

スタンスを右クリックして[Delete Resource Hierarchy]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。 

3. [Hierarchy to Delete]を選択します（右側ペインでリソース・インスタンスを右クリ

ックして[Delete Resource]作業を選択した場合は、このダイアログ・ボックスは表

示されません）。[Next]をクリックします。 

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。[Next]をクリックします。 

5. PostgreSQL リソースが正常に削除されたことを確認する別の情報ボックスが表示さ

れます。  

6. [Done]をクリックして終了します。 

 

PostgreSQL 設定の参照 

リソースプロパティダイアログは Edit メニューもしくはリソースコンテキストメニュー

から参照可能です。このダイアログはサーバ上の特定のリソースに対するプロパティを

表示します。Edit メニューからアクセスした場合は、リソースおよびサーバを選択する

ことができます。リソースコンテキストメニューからアクセスする場合はサーバを選択

することができます。 

Configuration タブからは以下の PostgreSQL 設定を参照することができます。: 

• Executable Path 

• Client Executable Name 

• Admin Executable Name 

• Bind Setting 

• Startup Log Location 

• PostgreSQL Operating System User Name 

• PostgreSQL Database Administrator User 

• Version Number 

• Data Directory 

• Socket Location 

• Port Number 

• OS Daemon Name 
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データベース管理者ユーザーの更新  

ユーザーの更新オプションにより、LifeKeeper のアドミニストレータは LifeKeeper 
PostgreSQL リソースインスタンスに対するカレント PostgreSQL データベースアドミ

ニストレータユーザを変更することができます。 このオプションは、リソースが保護

されている全てのシステムにおいて、PostgreSQL データベースアドミニストレータユ

ーザのストアードバリューを更新します。ユーザーオプションの更新は LifeKeeper のリ

ソースツールバーもしくは LifeKeeper リソースコンテキストメニューから実行すること

が可能です。 

PostgreSQL データベース管理ユーザを更新するためには、プライマリサーバで以下の

手順を実行してください。 : 

注意: “Update User” メニューおよびツールバーオプションは停止しているリソースに対

して無効になります。 

1. Edit メニューから Server, 続いて Update User を選択してください。 

Update User Wizard のダイアログが表示されます。 

2. 以下の情報を入力するように要求されます。ダイアログ・ボックスで[Back]ボタン

が有効な場合は、前のダイアログ・ボックスに戻ることができます。これは、エラーが

発生して、前に入力した情報を修正する必要がある場合に便利な機能です。いつでも

[Cancel]をクリックして、作成処理全体を取り消すことができます。 

フィールド Tips 

Enter 
PostgreSQL 
Database 
Administrator 
User  

 

このフィールドは、指定したデータベースインス

タンスとそのインスタンスへの接続および管理者

権限に対する PostgreSQL データベースアドミニ

ストレータユーザを指定するために使用されま

す。 

Confirm Update 
Action 

このダイアログでは、以前のユーザから新しいユ

ーザに対して行う変更について確認をします。 

 

3. Update をクリックしてください。現在保護されているリソースがある全てのサーバ

上で PostgreSQL データベース・アドミニストレータ・ユーザが更新されます。 
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PostgreSQL リソース階層のテスト 

PostgreSQL リソース階層のテストは、手動でサーバを切り替えることで、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

シミュレートして実行できます。 

LifeKeeper GUI からの手動切り替えの実行 
LifeKeeper GUI で[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リクエストが実行されると、

PostgreSQL リソース階層がバックアップ・サーバ側でサービス中になり、プライマ

リ・サーバ側ではサービス休止になります。この時点で、元のバックアップ・サーバが

プライマリ・サーバになり、元のプライマリ・サーバがバックアップ・サーバになりま

す。 

[Out of Service]要求を実行した場合、リソース階層はサービス休止になりますが、別

のサーバでサービス中にはなりません。  

重要：バックアップ・サーバでリソース階層をサービス中にしたら、データベースに接

続できるかどうか試す必要があります。 パスワード保護されたインスタンスに関して

は、.pgpass ファイルがバックアップ上で有効であることが重要です。.pgpass ファイル

が有効であるか確認するためには、データベースへのクライアント接続が psql ユーティ

リティと PostgreSQL データベース管理者ユーザの両方を使用して実行できることを確

認してください。パスワード認証を要求されなければ、接続が有効な .pgpass ファイル

が存在していることを示しています。 
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トラブルシューティング 

全般事項 

以下のエラー・メッセージおよび状態は PostgreSQL Recovery Kit 使用時に表示される

可能性があります。 

エラー 解決策 

Unable to protect PostgreSQL 
database using the same port as 
another LK protected PostgreSQL 
database(別の LK が保護する

PostgreSQL データベースと同じ

ポートを使用して PostgreDQL を

保護することができませんでし

た。) 

postgresql.conf ファイルを含む PostgreSQL のバー

ジョンを確認してください。postgresql.conf ファイ

ルで listen addresses=に正しい IP アドレスが入力さ

れているかを確認してください。 

注意:  postgresql.conf ファイルの listen_address= は
重要です。構文エラーにより、データベースサーバ

の起動に失敗することもあります。 

Unable to perform a manual 
switchover of version 8.X when 
clients are connected. (クライアン

トが接続された時、手動でスイッ

チオーバーを実行できませんでし

た。) 

 

デフォルトの(スマート)シャットダウンオプション

がスイッチオーバでクライアントの切断に失敗しま

した。接続されたクライアントにより、シャットダ

ウンに失敗し続けてしまう場合は、

LKPGSQL_SDIRS が設定されていないかどうかを確

認してください。障害が継続するようであれば、

LifeKeeper の設定項目 LKPGSQL_IDIRS を設定して

ください。 

Unable to connect from a remote 
client to the database server 
（リモート・クライアントからデ

ータベース・サーバに接続できま

せん） 

PostgreSQL のリモート・ホスト・ログインを有効

にするには、『PostgreSQL 管理ガイド』の

pg_hba.conf ファイルの設定に関する説明を参照し

てください。  

psql: connectDBStart() -- connect() 
failed: No such file or directory.  Is 
the postmaster running at 
'localhost' and accepting 
connections on Unix socket 
'<port>'?" 
（psql: connectDBStart() -- 
connect() が失敗しました。ファイ

ルまたはディレクトリが見つかり

ません。ポストマスタは'localhost' 
で稼働し、UNIX ソケット '<ポー

ト>' で接続を受け入れています

か?） 

ソケット・ファイルが存在し、インスタンスが現在

実行されていることを確認します。ソケット・ファ

イルが/tmp にある場合、/tmp ディレクトリをクリー

ンアップする cron ジョブによって削除された可能性

があります。リソースをサービス休止にしてから、

サービス中に戻します。続いて、cron ジョブを

PostgreSQL ソケット・ファイルを残しておくよう

に修正します。 

PostgreSQL resource hierarchy 
fails to come in-service, but the 
database is running 
（PostgreSQL リソース階層がサ

ービス中になりませんがデータベ

データベースが、指定された期間内に LifeKeeper ク
ライアント要求に応答できなかった可能性がありま

す。/etc/default/LifeKeeper の設定項目

LKPGSQL_CONN_RETRIES を調整して、

PostgreSQL データベース・インスタンスのリカバ
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ースは稼働しています） リーと再起動に許容される秒数を増やします。 

PostgreSQL resource hierarchy 
fails local recovery following a 
postmaster crash with active client 
connections. 
（アクティブ・クライアント接続

により、ポストマスタのクラッシ

ュ後の PostgreSQL リソース階層

がローカル・リカバリーに失敗し

ました） 

多数のアクティブ・クライアントが PostgreSQL に

接続しているとき、データベースはクライアント接

続が終了するまで正しく再起動できない場合があり

ます。この場合、ローカル・リカバリーが正常に行

われるよう強制的にクライアント接続を終了させる

ことをお勧めします。

LKPGSQL_DISCONNECT_CLIENT 変数を

/etc/default/LifeKeeper に設定して、この場合の

PostgreSQL リソース階層の動作を制御することが

できます。値を true に設定すると、クライアント・

プロセスに SIGTERM シグナルが送信され、データ

ベースから強制的に切断されます。この処置は、ポ

ストマスタ・プロセスがローカル・リカバリー中に

稼働していない場合のみに取ることができます。 

Unable to connect to database 
with error “WARNING: password 
file "/home/<osuser>/.pgpass" has 
world or group read access” 

(エラー “警告: パスワードファイ

ルの”/home/＜osuser>/.pgpass" 
が全部またはグループ読み込みア

クセスを持っているためデータベ

ースに接続できませんでした。) 

 .pgpass ファイルの権限を、u=rw(0600)にしてくだ

さい。  .pgpass ファイルの権限および所有者を変更

してください。 

FATAL:  syntax error in file 
"/<datadir>/postgresql.conf" line 
50, near token ".17" 

(50 行目の near token ".17"付近の

"/<datadir>/postgresql.conf" に構

文エラーがあります。) 

postgresql.conf ファイルの listen_address= のエン

トリが正しい引用を含んでいません。エントリが正

しいかどうか、またはエントリが正しい引用を含ん

でいるかを確認してください。 

PostgreSQL Recovery Kit の旧バージョンからのアップグレード 

旧 LifeKeeper for Linux の PostgreSQL ソフトウェアからのアップグレード時、既存

の LifeKeeper PostgreSQL  リソースのインスタンスは変更されます。LifeKeeper ソ
フトウェアがサーバ上でアップデートされる際に、次の保持される値が、

LifeKeeper 内部の情報のフィールドに自動的に追加されます。 

• Client Executable Location (psql) –保護対象のデータベースインスタンスへの接続に

使用される psql もしくはイクイバレントクライアントユーティリティの場所。アッ

プグレード後、この値は LifeKeeper GUI のプロパティの表示確認することが可能で

す。また、この値は LifeKeeper コマンドラインの set_value ユーティリティを使用

して確認することも可能です。 
 
set_value は、LifeKeeper PostgreSQL Recovery Kit が内部のリソース情報の項目の

値をアップデートするために提供される LifeKeeper ユーティリティの名前です。こ

のユーティリティの使用は本ドキュメントで説明されている問題、もしくは SIOS 
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Technology Corp. 社のサポートチームによる依頼およびに指示に限るものとします。   
注意: set_value ユーティリティは、正確なエラーチェックは行わないので、一般的

な使用には向いていません。 
 
• Administration Executable Location (pg_ctl) –保護対象のデータベースインスタンス

の起動、停止、ステータス確認に使用する pg_ctl または 同等の管理ユーティリティ

の場所です。アップグレード後、この値はLifeKeeper GUIのプロパティの表示確認

することが可能です。また、この値はLifeKeeper コマンドラインの set_value ユー

ティリティを使用して確認することも可能です。 
• PostgreSQL Database Administrator User–  LifeKeeper が保護するインスタンスの

PostgreSQLデータベース管理ユーザです。このユーザは保護対象のデータベースイ

ンスタンスへの接続および管理権限を持っている必要があります。デフォルト値は、 
PostgreSQL のデータディレクトリ を保持している PostgreSQL オペレーティング

システムユーザーになります。 アップグレードグレード後、この値はLifeKeeper 
GUIのプロパティの表示確認することが可能です。また、この値はLifeKeeper コマ

ンドラインの set_value ユーティリティを使用して確認することも可能です。 
• PostgreSQL Daemon Name (postmaster) – PostgreSQLデーモン名は、バックエン

ドで起動しているデーモン名になります。 この値は、データベースの 初のステー

タス確認時に決定されます。デフォルト値はpostmaster です。 アップグレードグレ

ード後、この値はLifeKeeper GUIのプロパティの表示確認することが可能です。ま

た、この値はLifeKeeper コマンドラインの set_value ユーティリティを使用して確

認することも可能です。 
• Default Test Database (template1) – デフォルトのテストデータベースはデータベー

スインスタンスが基本的な接続確認を行っている間に LifeKeeper が使用するもので

す。アップグレード後、デフォルトのテストデータベースは template1 に設定され

ます。   
 

重要事項:  LifeKeeper for Linux PostgreSQL Recovery Kit ソフトウェアをアップグレー

ドした後、プライマリサーバからバックアップサーバへリソースインスタンスのフェー

ルオーバをシュミレーションするために手動でスイッチオーバを行い PostgreSQL リソ

ース階層のテストを行ってください。   
 

アップグレード

に関する重要事

項 

アップグレードを行った後、リソースを起動できない場合は、以下

の事項を確認してください。: 

Client Executable name が見つからない、または不正です。 

この値は_value ユーティリティを使用してアップデートされます。  
Client Executable をアップデートする構文は以下の通りです。: 

$LKROOT/lkadm/subsys/database/pgsql/bin/set_value <tag> 
‘clientexe’ <full path to the psql utility>.  例 : 
$LKROOT/lkadm/subsys/database/pgsql/bin/set_value pgsql-5443 
‘clientexe’ ‘/pgsql/clientutils/psql’. 

Administration Executable name が見つからない、または不正で

す。 

この値は_value ユーティリティを使用してアップデートされます。

Administration Executable をアップデートする構文は以下の通りで

す。:  
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$LKROOT/lkadm/subsys/database/pgsql/bin/set_value <tag> 
‘osexe’ <full path to the pg_ctl utility>.  例 : 
$LKROOT/lkadm/subsys/database/pgsql/bin/set_value pgsql-5443 
‘osexe’ ‘/pgsql/adminutils/pg_ctl’. 

 

設定項目 

Tunable 機能 

LKPGSQL_KILLPID_TIME プロセス ID が停止した後、そのプロセスに対

する再チェックを行うまでの時間 

LKPGSQL_CONN_RETRIES Replaces LKPGSQLMAXCOUNT – 操作(開始

もしくは停止)を行った後、クライアント接続

を試みる回数 

LKPGSQL_ACTION_RETRIES アクションコマンドに失敗するまで、開始と

停止を試行した回数   

LKPGSQL_STATUS_TIME status コマンドのタイムアウト値 

LKPGSQL_QCKHANG_MAX データベースインスタンスがフェールオーバ

/sendevent を発生させるまでに、クイックチ

ェックがハングする回数 

LKPGSQL_CUSTOM_DAEMON postgres デーモン (デフォルト postmaster)に
対する追加の別名の指定を許可します。 

LKPGSQL_IDIRS Replaces LKPGSQL_IPORTS – immediate オ
プションのみを使用してシャットダウンする

インスタンスに対する datadir のエントリを含

みます。 
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Tunable 機能 

LKPGSQL_SDIRS 

 
Smart オプションを使用してシャットダウン

するインスタンスに対する datadir のエントリ

を含みます。 

 

LKPGSQL_DISCONNECT_CLIENT データベースに障害が発生している間の

PostgreSQL リソース階層の振る舞いをコント

ロールします。値が 1(true) に設定されている

場合は、クライントプロセスが SIGTERM シ
グナルを送信し、データベースから強制切断

させます。この操作は postmaster プロセスが

ローカルリカバリ中に起動していない場合に

行ってください。 

LKPGSQL_DISCONNECT 
CLIENT_BYTAG 

LKPGSQL_DISCONNECT_CLIENT と類似し

ています。この設定は、 カンマで区切られた

タグに対して処理が行われます。 

LKPGSQL_RESUME_PROC プロセスが停止状態であるときに (プロセス状

態が T であるとき) 再開するか無視するかを決

めます。 

LKPGSQL_CLIENT クライアントユーティリティである psql の名

前に対する手がかりを与えます。 

LKPGSQL_UTIL 管理ユーティリティである pg_ctl の名前に対

する手がかりを与えます。 

LKPGSQLDEBUG PostgreSQL database kit および postgres デー

タベースのデバッグを 0～5 の値が有効です。

数字が大きくなるほどデバッグ情報が増えま

す。 

こ の 設 定 項 目 は 、 オ プ シ ョ ン  –d 
<LKPGSQLDEBUG> を使用して postmaster 
データベースへと渡されます。 
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PostgreSQL Recovery Kit のエラー・メッセージ 

 
エラー番号 メッセージ 

113000 The datadir %s is already under LifeKeeper protection on server %s. 
（データ・ディレクトリ %s はサーバ %s ですでに LifeKeeper の保護下に

あります） 

113001 The value specified for %s cannot be empty. Please specify a value for this 
field. 
（%s の値は必ず指定しなければなりません。このフィールドに値を指定

してください） 
113002 Unable to connect to the database %s with user %s, socket %s, and 

port %s on server %s.  Verify the socket, port, and user combination is 
valid, and that the database exists. 
（サーバ %s 上のユーザー %s、ソケット %s、およびポート %s を使用し

てデータベース %s に接続できません。ソケット、ポート、ユーザーの組

み合わせが有効であること、データベースが存在することを確認してくだ

さい） 
113003 Unable to set the mode of the socket directory %s to %s on server %s. 

（サーバ %s 上の %s にソケット・ディレクトリ %s のモードを設定でき

ません） 
113004 Unable to set the ownership of the socket directory %s to user %s on 

server %s. 
（サーバ %s 上のユーザ %s にソケット・ディレクトリ %s の所有権を設

定できません） 
113005 The postmaster daemon for datadir %s is not running on socket %s and 

port %s on server %s. 
（データ・ディレクトリ %s のポストマスタ・デーモンがサーバ %s 上の

ソケット %s とポート %s で稼働していません） 

113006 Unable to create a dependency between parent tag %s and child tag %s. 
（親タグ %s と子タグ %s の間の従属関係を作成できません） 

113007 The PostgreSQL executables  %s and %s were not found in the path %s 
on server %s. 
（PostgreSQL 実行可能ファイル %s と %s がサーバ %s 上のパス %s に
見つかりません） 

113008 Unable to create a filesystem resource hierarchy for the filesystem %s. 
（ファイルシステム %s に対するファイルシステム・リソース階層を作成

できません） 
113009 The group id for user %s is not the same on template server %s and target 

server %s. 
（テンプレート・サーバ %s とターゲット・サーバ %s のユーザー %s の
グループ ID が違っています） 

113010 The user id for user %s is not the same on template server %s and target 
server %s. 
（テンプレート・サーバ %s とターゲット・サーバ %s のユーザー %s の
ユーザーID が違っています） 

113011 Information: The path %s will not be protected by LifeKeeper because it is 
not located on a shared filesystem or shared device. 
（情報：パス %s は、共有ファイルシステムまたは共有デバイス上にない

ため、LifeKeeper で保護されません） 
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113012 An unknown error has occurred in utility %s on server %s.  View the 
LifeKeeper logs for details and retry the operation. 
（サーバ %s 上のユーティリティ %s で不明のエラーが発生しました。詳

細は LifeKeeper ログを参照し、操作を再度試みてください） 

113013 The path %s is not a valid PostgreSQL datadir. 
（パス %s は有効な PostgreSQL データ・ディレクトリではありません） 
The path must contain the PostgreSQL base subdirectory. 
（パスには PostgreSQL ベース・サブディレクトリが含まれていなければ

なりません） 
113014 The specified file %s is not a valid local Unix socket file.  Please specify a 

valid socket path for the database instance. 
（指定されたファイル %s は有効なローカル UNIX ソケット・ファイルで

はありません。データベース・インスタンス用の有効なソケット・パスを

指定してください） 
113015 The PostgreSQL pid file %s does not exist in datadir %s on server %s.  

Verify that the postmaster daemon is running on the specified server. 
（PostgreSQL pid ファイル %s が、サーバ %s 上のデータ・ディレクト

リ %s に存在しません。 ポストマスタ・デーモンが指定したサーバで稼働

していることを確認してください） 

113016 Unable to detect port choices for running postmaster databases.  Verify 
that the postmaster daemon is running and was successfully started with 
the -p option. 
（稼働中のポストマスタ・データベースに対してどのポートが選択されて

いるか検出できません。  ポストマスタ・デーモンが稼働中であること、-
p オプションを指定して正しく開始されたことを確認してください） 

113017 The PostgreSQL resource hierarchy %s does not contain any valid 
gen/filesys resource dependents on server %s.  The hierarchy does not 
contain any valid dependents  you must delete and recreate the hierarchy. 
（PostgreSQL リソース階層 %s には、サーバー %s 上の有効な 
gen/filesys リソース従属が含まれていません。  階層には有効な従属が含

まれていません。階層を削除して再作成してください） 

113018 The port %s used by the PostgreSQL resource hierarchy %s on the 
server %s is in use by another application on server %s. 
（サーバ %s 上の PostgreSQL リソース階層 %s で使用されるポート %s 
はサーバ %s 上で別のアプリケーションが使用している可能性がありま

す。） 
113019 The path %s is not located on a shared filesystem or shared device.  The 

specified path must exist on a shared filesystem or shared device. 
（パス %s が共有ファイルシステムまたは共有デバイス上にありません。  
指定されたパスは共有ファイルシステムまたは共有デバイス上に存在して

いなければなりません） 

113020 The values specified for the target and the template servers are the same.  
Please specify the correct values for the target and template servers. 
（ターゲット・サーバおよびテンプレート・サーバに対して指定された値

が同じです。  ターゲット・サーバおよびテンプレート・サーバに正しい

値を指定してください） 

113021 Usage: %s %s 
（使用法：%s %s） 

113022 The user %s does not have authority to administer the PostgreSQL 
databases found in the datadir %s.  Verify that the user specified is correct 
and has permissions for the specified datadir. 
ユーザー %s には、データ・ディレクトリ %s にある PostgreSQL データ

ベースの管理権限がありません。  指定されたユーザーが正しいかどう

か、また指定されたデータ・ディレクトリへの権限を持っているかどうか

を確認してください） 
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113023 The system user %s does not exist on the server %s. 
（システム・ユーザー %s はサーバ %s に存在しません） 

113024 Unable to verify the path %s as a valid PostgreSQL datadir.  Verify that the 
path is correct, and that the postmaster daemon is running. 
（パス %s を有効な PostgreSQL データ・ディレクトリとして確認できま

せん。  パスが正しいこと、およびポストマスタ・デーモンが稼働してい

ることを確認してください） 
113025 Unable to validate the port %s for the PostgreSQL instance with datadir %s 

on server %s. 
（サーバ %s 上のデータ・ディレクトリ %s で PostgreSQL インスタンス

用のポート %s を検査できません） 
113026 Unable to create the socket directory %s with mode %s on server %s.. 

（サーバ %s 上のモード %s でソケット・ディレクトリ %s を作成できま

せん） 
113027 The path %s is not a valid directory. 

（パス %s は有効なディレクトリではありません） 

113028 Unable to remove flag %s on server %s.  Please remove the specified flag 
from the specified server using flg_remove -f. 
（サーバ %s 上のフラグ %s を削除できません。  flg_remove -f を使用し

て指定したサーバから指定したフラグを削除してください） 
113029 The owner uid (%s) and gid (%s) of the specified log file or directory %s 

does not match the PostgreSQL instance owner's uid (%s) and gid (%s). 
(指定したログファイルの owner uid (%s) および gid (%s)もしくはディレ

クトリ％ｓの owner uid (%s) および gid (%s)%s が、PostgreSQL インス

タンスの owner uid(%s)および gid(%s)と一致していません。 ) 
113030 The minimum required mode for the PostgreSQL log file is 0600, and 0770 

for the PostgreSQL log directory. 
(PostgreSQL のログファイルに要求されるモードは 0600 で、PostgreSQL
のログディレクトリは 0770 です。) 

113031 The path %s is not a valid file. 
(パス%ｓは有効なファイルではありません。) 

113032 The log file path %s will be replaced with log file path %s. 
（ログファイルパス％ｓ は、ログファイルパス %s に置き換えられませ

ん。） 
 

113033 The log file path %s could not be set for the resource instance %s. 
（ログファイルのパス%s は、インスタンス%s に設定されませんでし

た。) 
113034 Unable to determine home directory for user %s. 

(ユーザ%s に対するホームディレクトリを決定できませんでした。) 
113035 The %s file does not contain required entries for database connectivity. 

(%s ファイルは、データベース接続に対して要求されるエントリを含んで

いません。) 
 
対策: パスワード保護された正常なインスタンスを含むファイルを確認し

てください。 
113036 The current value %s will be replaced with the new value %s on. 

(カレント %s  の値は、%s  の値 %s  に変更されました。) 
11037 The process %s was found in state=%s and resumed. 

(state=%s でプロセス%s が見つかり、開始されました。) 
11038 The process %s was found in state=%s but will not be resumed. 

(state=%s でプロセス%s が見つかりましたが、開始されていません。) 
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付 録 A: EnterpriseDB Postgres Plus Advanced 
Server 環境 

EnterpriseDB Postgres Plus Advanced Server リソースの保護 

EnterpriseDB Postgres Plus Advanced Server リソースを保護するにあたって、追加の

LifeKeeper 設定は必要ありません。 

 

トラブルシューティング 

 
問題 解決方法 

EnterpriseDB Postgres Plus 
Advanced Server のインストール

中に、“Configuration Mode”ダイア

ログでオプションの “PostgreSQL-
compatible defaults and samples”
を選択した場合は、LifeKeeper が
使用する‘edb’ データベースが作成

されません。 

‘createdb’ユーティリティを使用して‘edb’データベ

ースを手動で追加してください。 

コマンド‘createdb –p <ポート> -h <ソケットパス> 
edb’ は、PostgreSQL オペレーティングシステムユ

ーザーとして実行することが必要です。以下はサン

プルです。: 
 
su – postgres 
postgres@server1 ~>createdb –p 5435 -h 
/var/lib/postgres  edb 
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