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SteelEye Data Replication 管理ガイド 

 

Introduction 
SteelEye Data Replication (SDR)には、LifeKeeper for Linux 環境で使用可能な統合された同

期データ・ミラーリング機能があります。  この機能により、LifeKeeper リソースは、非

共有ストレージ環境で動作できます。 

 

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のドキュメントと所在の一覧です。 
• 概要SteelEye Data Replication の特徴と機能を説明します。 
• SteelEye Data ReplicationのインストールSteelEye Data Replication for Linuxを正しく

セットアップ、インストール、運用するために必要なハードウェアおよびソフトウ

ェアを列挙し、ソフトウェア・インストール手順を解説します 
• SDRリソースの構成前に  この章ではネットワークとストレージの構成を含むSDRリ

ソースの作成と管理の前に考慮すべき情報を紹介します。 
• リソース設定のタスクData Replicationリソース階層を正しく設定するために要求さ

れる手順を説明します。 
• SDRの管理SDRオペレーションの管理方法とData Replicationリソース作成後の注意

事項を紹介します。 
• トラブルシューティング 一般的なトラブルおよび推奨事項、SDR関連のエラーメッ

セージリストを提供します。  

• 用語集 SDRに関連したミラーリング用語の解説です。 

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』  
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• 『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ととも

に、ソフトウェアに付属する LifeKeeper ドキュメント CD に収録されています。 

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://us.sios.com/support 

 

概要 

SteelEye Data Replication によるミラーリング 

SIOS Technology Corp 社製の LifeKeeper for Linux は、高可用性のソリューションで、共

有ストレージ・システムを使用する Linux コンピューティング環境の信頼性を高めます。  
SteelEye  Data Replication は、共有ストレージを使用せずに LifeKeeper を使用する顧客に

その代替手段を提供します。 

SteelEye Data Replication には、LifeKeeper 保護下のリソースに使用できる同期および非

同期データ・ミラーリング機能があります。  

 

SDR は同期および非同期ミラーリングの双方をサポートし、プライマリーサーバ（ミラ

ーソース）から 1 つ以上のバックアップサーバ（ミラーターゲット）にレプリケートを

実行します。  

SDR の機能  
SteelEye Data Replication は以下の機能を持ちます。 

LifeKeeper 保護下のデータは、現在アクティブのサーバ（本書ではプライマリーサーバ

と呼ぶ）からバックアップ・サーバへレプリケートされます。  LifeKeeper の Data 
Replication 機能では、IP ネットワーク、ローカル・エリア・ネットワーク（LAN）、ま

たはワイド・エリア・ネットワーク（WAN）を経由してリモート・ロケーションへミ

ラーリングされるデータの信頼性と効率性を高め、一貫性を保ちます。 

 
• TCP/IP ベースの LAN 環境および WAN 環境を通してリモートサイトへの信頼性の高

い確実なミラーリングを実現します。 
• 同期および非同期ミラーリングをサポートします。 
• ブロックレベルのレプリケーションを行うことによりアプリケーションに対し透過

性を提供します。 
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• 複数の同時ミラーターゲットをサポートし、LifeKeeper により、カスケーディン

グ・ファイルオーバをこれらのターゲットに実行することが可能です。 
• 損失したデータや、破損したデータを任意の時点まで巻き戻し、回復させます。 
• ネットワークに流れるデータの圧縮が、Wide Area Network で処理能力を向上させま

した。 
• ext3 ファイルシステムに加え、reiserfs および xfs ジャーナルファイルシステムをサ

ポートします。（ジャーナル･ファイルシステムに関するより詳細なサポートについ

ては LifeKeeper リリースノートを参照して下さい。） 
• ミラー化データに対してフェイルオーバー機構を提供します。  
• LifeKeeperGUI に統合されます。 
• 他の LifeKeeper Application Recovery Kits を完全にサポートします。 
• プライマリーサーバと（複数の）サーババックアップ間はシステムリカバリー機構

を通し、自動再同期機能がサポートされます。 
• 定期的にヘルスチェックが実行され、障害を検出した場合にはローカルリカバリー

が実行されます。 
• I/O fencing機能用のStonithデバイスをサポートします。 詳細について

は、 www.steeleye.comから入手できる技術文書『Implementing STONITH Support in 
LifeKeeper for Linux Clusters』を参照してください。 
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同期ミラーリング対非同期ミラーリング 
 

同期および非同期ミラーリングの差異を理解することにより、実際のアプリケーション

環境に対してどちらがより適切か判断できます。 

同期ミラーリング 
SDR は同期によるリアルタイムミラーリングを提供します。この技術ではプライマリー

とバックアップはほぼ同時に書き込まれます。書き込みが実行されると、SDR は書き込

みをターゲットに転送し、転送先で書き込み終了が確認されてから I/O が終了します。

同期ミラーリングの利点はデータコピーが毎回完全に行われ、確認されることにより、

高いレベルのデータ保護が実現できる点にありますが、書き込みの確認のため、パフォ

ーマンスは低減します。特に WAN 環境においては顕著です。 

 

非同期ミラーリング 
非同期ミラーリングではソースデバイス側に書き込みが発生すると、ターゲットデバイ

スにコピーを伝送するために、キューに置かれます。つまり、多数の書き込みコミット

済みの書き込みキュー が、ソースからターゲットデバイスへの転送待ち状態で存在する

場合があります。非同期ミラーリングの利点は、プライマリー・ディスクに書き込まれ

た時点で応答が戻るため、パフォーマンスが向上する点です。 しかしプライマリーシス

テムに障害が発生した場合、非同期書き込みキューはターゲット側に伝送されないため、

信頼性では劣ります。この問題への対応策として、SteelEye Data Replication はプライマ

リー・デバイス側に書き込みが発生するたびにインテント・ログにエントリを追加して

います。  

インテント・ログはプライマリーターゲット間で未同期データブロックを示すビットマ

ップファイルです。サーバ障害発生時などにデータの完全再同期の発生を防ぐ目的で使

用されます。 

注:インテント･ログは同期、非同期どちらのミラーリング・ノードでも使用できます。

インテント・ログと非同期ミラーリングは LinuxKernel 2.6.16 以上でサポートされます。 
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 SDR の動作方法 

SDR は NetRAID デバイスを作成し、保護します。NetRAID デバイスは、以下の図に示

す通り、ローカル・ディスクもしくはパーティションおよびネットワーク・ブロック・

デバイス（NBD）で構成される Linux RAID1 デバイスです。 

 

  LifeKeeper がサポートするファイルシステムは、他のストレージ・デバイスと同様に、

NetRAID デバイスとしてマウントできます。  この場合、ファイルシステムは複製ファ

イルシステムと呼ばれます。  LifeKeeper は、NetRAID デバイスと複製ファイルシステ

ムの両方を保護できます。 

NetRAID デバイスは Data Replication リソース階層の構築によって作成され、他のサー

バに拡張されることにより、NBD デバイスを作成し、サーバ間のネットワーク接続が

確立します。SDR は NBD 接続が作成されると、すぐにデータのレプリケーションを開

始します。 

nbd クライアントプロセスはプライマリー上で実行され、バックアップ・サーバ上の

nbd サーバプロセスに接続します。 

同期（および再同期） 
Data Replication リソースの作成後、拡張される前までは、データはローカル・ディスク

またはパーティションのみに書き込まれます。リソース階層がバックアップ(ターゲッ

ト)に拡張されると、SDR はシステム間で同期を開始し、それ以降、全ての書き込みは

ターゲット側にレプリケートされます。データがシステムやネットワーク障害などの理

由で“out-of-sync”になった場合、SDR は自動的に、ソースからターゲットに対して再同

期を実行します。ミラーリングがインテント･ログ（ビットマップファイル）を使用す
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るように構成されている場合、SDR はログを参照してどのデータが“out-of-sync”なのか

を決定します。そのため全同期の実行の必要はなくなります。ミラーリングがビットマ

ップファイルを使用するように構成されていない場合は、データのレプリケート中に割

り込みが発生すると、全同期が実行されます。 

一般的なミラー構成 
も一般的なミラー構成は、下記の図のように、2 台のサーバ間でそれぞれのローカル

ディスクまたはパーティションのミラーを確立させる構成です。Server1 はプライマリ

ーサーバとして構成されミラーソースを持ち、Server2 はバックアップ・サーバとして

位置づけられ、ミラーターゲットを保持します。 

  

N+1 構成 
上記の一般的なミラー構成のバリエーションとして、2 台以上のサーバを Data 
Replication のバックアップ・サーバとしてクラスタ構成しています。下記の図のように

複数のミラーソースが、バックアップ・サーバの個別のディスクまたはパーティション

にデータ複製を行っています。 
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マルチ・ターゲット構成 
サポート対象 Linux ディストリビューションで Kernel2.6.7 以上を使用している場合、

SteelEyeData Replication では、下記の図のように、単一ディスクまたはパーティション

から複数のバックアップ・サーバにレプリケートを行うことが可能です。 

Server3
(backup)

Server2
(backup)

Device 
Partition 

Device 
Partition 

Mirror target

Data replication

Mirror target

Server1
(primary)

Device 
Partition 

Mirror source

ソースディスクまたはパーティションは、 大 7 つまでのミラーターゲットに対し、レ

プリケートを行うことが可能であり、ミラーターゲットは全て別のシステム上に設定す

る必要があります。（ソースディスクまたはパーティションは同じシステム上の複数の
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ディスクまたはパーティションをターゲットとしてミラーリングすることはできませ

ん） 

この構成は、LifeKeeper の複数のバックアップシステム上でアプリケーションと関連す

るデータ領域を保護したカスケーティングフェイルオーバ機能を可能にします。 

10 SteelEye Data Replication 管理ガイド  



 

 

SDR リソース階層構造  
以下に、LifeKeeperGUI 管理画面上に表示される、典型的な Data Replication リソース階

層構造を例示します。 

 

 

リソース datarep-ext3-sdr は NetRAID リソースです。親リソース ext3-sdr は、ファイル

システムリソースです。ファイルシステムリソースは NetRAID リソースに依存してい

るため、NetRAID リソースへのアクションは上位層のリソースであるファイルシステム

リソースに影響を与えます。 

フェイルオーバーシナリオ 
SteelEye Data Replication を使用したフェイルオーバー時の処理内容について、その例を

4 つ紹介します。次の状況を想定してください。 

LifeKeeper for Linux クラスタに 2 つのサーバ（Server1 と Server2）があります。プライ

マリーサーバが Server1 で、Server2 はバックアップ・サーバです。 
 

シナリオ 1： 
Server1 は動作不能になった後、Server2 への複製を正常に完了しました。 

X
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結果： Server2 がプライマリーサーバの役割を請け負い、Server1 がバックアップ・サー

バになります。  Server2 は、Server1 が再び動作可能になるまで待ってから、Server2 か

ら Server1 への再同期を開始します。この場合 2.6.18 カーネル 以下では完全再同期が発

生します。2.6.19 カーネル以降または RedHat Enterprise Linux 5.4 カーネル 2.6.18-164 以

降(またはサポート対象の RedHat 5.4 以降の派生ディストリビューション)では、部分再

同期が発生します。部分再同期とは、ソースおよびターゲットのビットマップに記録さ

れた変更のあったブロックのみが同期されます。 

 

注:SDR は以下のフラグを現在ミラーソースとして動作しているサーバにセットします。
$LKROOT/subsys/scsi/resources/netraid/$TAG_last_owner 

Server1 から Server2 へフェイルオーバーが発生した場合、このフラグは Server2 側にセ

ットされます。Server1 が復帰すると、SDR はこの Last Owner フラグを Server1 から削除

し、Server2 から Server1 への再同期が開始されます。 

シナリオ 2： 

シナリオ 1 の後、Server2（依然としてプライマリーサーバのままである）は、Server1
（この時点ではバックアップ・サーバ）との再同期中に動作不能になります。 

結果： 再同期プロセスが正常に完了しなかったため、Server1 のデータが欠落している

可能性があります。  その結果、LifeKeeper は Server1 への Data Replication リソースのフ

ェイルオーバーを試行しません。Server2 が動作可能になったときにのみ、LifeKeeper は
Data Replication リソースを Server2 でサービス中（ISP）の状態にしようとします。 

シナリオ 3： 
Server1（プライマリー）および Server2（ターゲット）の両方が動作不能になります。 
Server1（プライマリー）が 初に復帰します。  

  

 

結果： Server1 は SDR リソースをサービス中にしません。 ソース・サーバが停止し、タ

ーゲット・サーバと通信できなくなった場合、以下のフラグが作成されます。 

$LKROOT/subsys/scsi/resources/netraid/$TAG_data_corrupt  

このフラグは不正な方向での再同期が行われることに対する保護手段です。この場合、

Server1 上でミラーの強制オンラインを実行してサービスを起動させ、data_corrupt フラ

グを削除する必要があります。詳細は[ミラーの強制オンライン]を参照してください。 
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注： $TAG_data_corrupt ファイルを除去する前に、ユーザーは Server1 が 後にプライマ

リーだったことを確認する必要があります。 この確認を怠ると、データが破損する可能

性があります。 

 

シナリオ 4： 

Server1（プライマリー）および Server2（ターゲット）の両方が動作不能になります。 
Server2（ターゲット）が 初に復帰します。  

 

 

結果： LifeKeeper は Server2 で S DR リソースを ISP にしません。Server1 が復帰すると、

LifeKeeper は Server1 で S DR リソースを自動的に ISP にします。 
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SDR のインストール  
Steeleye Data Replicationをインストールする前に、LifeKeeper環境が以下の要件を満たし

ている必要があります。   

   

ハードウェア要件 

• サーバ-2 台またはそれ以上の LifeKeeper for Linux 対応サーバ。 
• IP ネットワーク・インターフェース・カード - 各サーバには、TCP/IP をサポートす

るネットワーク・インターフェースが 1 つ以上必要です。 ただし、LifeKeeper クラ

スタには 2 つの通信パスが必要であること、2 つの LAN ベース通信パスは別々のサ

ブネットへ接続することが推奨されること、およびこれらの 1 つ以上をプライベー

ト・ネットワークとして構成する必要があることに注意してください。 また、TCP
と TTY を組み合わせて使用することもできます。 
注： ソフトウェア・ミラーリングの性質上、サーバ間のネットワーク・トラフィ

ックが高負荷になる可能性があります。 したがって、NetRAID デバイス用に別個

のプライベート・ネットワークを実装することをお勧めします。このために、各サ

ーバにネットワーク・インターフェース・カードを追加しなければならない場合も

あります。 
• ディスクまたはパーティション - プライマリーサーバおよびバックアップ・サーバ

上のディスクまたはパーティションは、それぞれソースディスクまたはパーティシ

ョンおよびターゲットディスクまたはパーティションの役割を果たします。  ターゲ

ットディスクまたはパーティションは、ソースディスクまたはパーティション以上

の大きさである必要があります。注意:  SteelEye Data Replication 7.1.1 のリリースで

は、ディスク全体、つまりパーティションが設けられていないディスク(例： 
/dev/sdd)をレプリケートすることが可能です。以前の SteelEye Data Replication はレ

プリケーションを行う前にディスクのパーティションが (/dev/sdd1 のような単一の

パーティションであっても) 必要でした。SteelEye Data Replication 7.1.1 では、その制

約が修正されています。 
 

ソフトウェア要件 

• オペレーティング・システム– SteelEye Data Replication は 2.6 Linux Kernel をベース

にしたメジャーLinux ディストリビューションで使用可能です。詳細は LifeKeeper 
for Linux のリリースノートを参照してください。 非同期ミラーリングおよびインテ

ント・ログは 2.6.16 以上の kernel を使用している Linux ディストリビューションで

のみサポートされます。マルチ・ターゲットのサポートは 2.6.7 以降の kernel が必要

です。 
• LifeKeeper インストール・サポート – 通常は、以下のパッケージをインストールす

る必要があります。（特定の SDR 要件については、『LifeKeeper for Linux リリース

14 SteelEye Data Replication 管理ガイド  



 

ノート』の「製品要件」のセクションを参照してください）。 
HADR-generic-2.6 

このパッケージは、Steeleye Data Replicationをインストールする前に、LifeKeeperク
ラスタ内の各サーバにインストールする必要があります。  HADRパッケージは、

LifeKeeperインストール・サポートCDに収録されており、インストール・サポート

のsetupスクリプトによって、カーネル・バージョンに適したパッケージが自動的に

インストールされます。  このパッケージによって、nbdおよび（一部のカーネル・

バージョンの場合は）raid1 モジュールのSteelEyeバージョンがインストールされま

す。  

• LifeKeeper ソフトウェア – それぞれのサーバに同じバージョンの LifeKeeper Core を
インストールする必要があります。また、それぞれのサーバに同じサーバのリカバ

リキットをインストールする必要があります。LifeKeeepr の要件に関しては、

LifeKeeper リリースノートを参照してください。 
• SteelEye Data Replication ソフトウェア - LifeKeeper クラスタ内の各サーバには、

SteelEye Data Replication ソフトウェアが必要です。SteelEye Data Replication 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 for Linux 
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SDR リソース構成を行う前に 
このセクションでは、SteelEye Data Replication の設定と管理を開始する前に考慮すべき

事項について記載します。また SteelEye Data Replication の構成（3 つの Data 
Replication・タイプを含む）について詳しく説明します 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。 

一般的な構成  

• バックアップ・サーバ上のターゲットディスクまたはパーティションのサイズはソ

ースディスクまたはパーティションと同じかそれ以上である必要があります。 
• Data Replication リソースが作成されリソースが拡張されたら、同期化プロセスはタ

ーゲットディスクまたはパーティションの既存のデータを全て削除し、ソース・パ

ーティションのデータと置き換えます。 

ネットワークおよび LifeKeeper の構成 

• サーバ間のData Replication用に設定する予定のネットワーク経路は、コミュニケー

ションパスとして構成済みである必要があります。ネットワークパスを変更する場

合は、下記の” データレプリケーションパスの変更”を参照してください。 
• Data Replication リソースの構成を行う場合、LifeKeeper の IP リソースの使用するネ

ットワーク・インターフェース、および IP ローカルリカバリのバックアップインタ

ーフェースに割り当てられているインターフェースの使用は避けてください。たと

えば LifeKeeper の IP リソースが eth1 インターフェースを使用し、 ローカルリカバ

リのバックアップインターフェースが eth2 に設定されている場合、Data Replication
リソースは eth1 および eth2 の使用は避けます。 ローカルリカバリを有効にすると、

切り替え中にインターフェースを無効化するため、SDR に障害が発生します。  
• SteelEye Data Rplication の本リリースでは、Data Replication リソースの自動スイッチ

バックはサポートされません。この自動スイッチバックの制限は、Data Replication
リソースと依存関係を持つ他のリソースに対しても適用されます。 

データレプリケーションパスの変更 

LK 7.1 を開始する際に, lk_chg_value を使用してミラーのエンドポイントを修正してくだ

さい。 下記の IP アドレスでのミラーの修正方法を例とします。 

192.168.0.1 から 192.168.1.1: 

 

lkstop (LifeKeeper が起動している間は lk_chg_value を実行できません。) 

lk_chg_value -o 192.168.0.1 -n 192.168.1.1 

lkstart 
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この IP アドレスを持つミラーを含む全てのサーバ上でコマンドを実行してください。 

注意:  このコマンドでは、その IP アドレスをもつコミュニケーションパスも同様に修正

します。 

 

ネットワーク帯域幅の要件を決定する 

SteelEye Data Replication をインストールする前に 、現在の設定をレプリケートするためのネッ

トワークの帯域幅の要件を決める必要があります。これは、バーチャルマシンを使用していよ

うが、物理 Linux サーバを使用していようが必要です。バーチャルマシンを使用している場合

は、以下のいずれかの方法を使用してレプリケーションの転送率を測定してください。この値

はバーチャルマシン間をレプリケートする場合に必要なネットワークの帯域幅を示しています。 
 
ネットワーク帯域幅の要件が決まったら、ネットワークが 適に機能するように設定されたこ

とを確認してください。ネットワークの帯域幅の要件が現状のネットワークの性能を超えてし

まう場合は、以下の方法を検討してください。: 
 

• SDR で圧縮を有効にする(または、可能であればネットワーク機器で圧縮する) 
• ネットワークの性能を向上させる 
• レプリケートされるデータ量を削減する 
• テンポラリーデータおよびスワップファイルのためのレプリケートされないローカル   

ストレージレポジトリを作成する 
• オフピーク時にレプリケーションを行うようにスケジューリングする。 

 
 
 
Linux システム(物理または仮想)の転送率の測定 
 
以下のコマンドを使用して、ミラーするファイルまたはパーティションを決めてください。

/dev/sda3 を例とし、一日の書き込み量を測定します。 
 
MB_START=`awk '/sda3 / { print $10 / 2 / 1024 }' /proc/diskstats`  
 
… 1 日待つ …  
 
MB_END=`awk '/sda3 / { print $10 / 2 / 1024 }' /proc/diskstats`  
 
日次の変化率は です。MB_END – MB_START. 
 
 
SteelEye Data Replication は、毎日以下の量をミラーすることが可能です。概算値は以下のとお

りです。:  
-----------------------------------------  
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T1 (1.5Mbps) - 14,000 MB/日 (14 GB)  
 
T3 (45Mbps) - 410,000 MB/日 (410 GB)  
 
Gigabit (1Gbps) - 5,000,000 MB/日 (5 TB)  
 

WAN 構成 

SDR を WAN 環境で使用する場合は、WAN ネットワーキングに特化した設定が要求さ

れます。: 

• 意図しないフェイルオーバを防止するため、手動によるフェイルオーバ確認の設定

を利用することができます。多くの WAN 環境は LAN 環境と比較して信頼性の面で

劣っており、WAN でのミラー構成はコミュニケーションパスが 1 回線しか確保でき

ていない状況も多く見られるため、手動によるフェイルオーバ確認の設定は通常は

適切です。 このオプションを有効にすることにより、LifeKeeper フェイルオーバは

ユーザーが lk_confirmso(8)コマンドで承認しない限り実行されなくなります。

lk_confirmso の詳細についてはマニュアル・ページを参照してください。 

• LKDR_ASYNC_LIMIT には WAN 回線のスループットとレイテンシーに応じた適切

な値を設定してください。LKDR_ASYNC_LIMIT パラメータ(/etc/default/LifeKeepeer
で設定)は非同期ミラーリングでのミラーごとの書き込み実行数の上限値です。この

パラメータのデフォルト値は 256 で、値が増えると書き込みパフォーマンスは向上

しますが、問題点としては、プライマリーセカンダリ間で未同期のデータをより多

く許容してしまう点です。  
• 低速WAN回線で大量のデータをミラーリングしている場合は、初期化時の全同期は

避け、別の方法でソースディスクまたはパーティションからリモートサイトにデー

タ転送（ディザスタ・リカバリー）を行うことが望ましいです。初期同期を避ける

ためには、付録Aの手順に従ってください。 
重要: この手順は New Replicated Filesystem オプションを選択してリソース階層を作

成している場合は必要ありません。New Replicated Filesystem オプションは全同期を

回避するように 適化されています。 

• WAN 回線が 15 秒以上連続して停止することが定常的に発生する場合は、LifeKeeper
ハートビートパラメータのチューニングを検討することを推奨します。詳細は

LifeKeeper オンラインプロダクトマニュアルの Tuning the LifeKeeper Heartbeat を参照

してください。 

Confirm Failover および Block Resource Failover の設定 

LifeKeeper 環境で Confirm Failover もしくは Block Resource Failover の設定を行う前に、

必ず以下の説明,設定例および考慮事項を確認してください。これらの設定は、コマンド

ラインもしくは LifeKeeper GUI の Properties panel から実行可能です。  
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Confirm Failover On: 
 
定義– システム A からシステム B へ手動フェイルオーバの確認を有効にしてください。

(システム A で表示されるプロパティから Properties Panel を表示し、チェックボックス

の左側のサーバ B を選択してください。) 
このオプションが設定されている場合は、障害を検知し、フェイルオーバを実行する際

に管理者が手動でフェイルオーバの操作をすることが必要となります。 
 
 
lk_confirmso コマンドを使用してマニュアルフェイルオーバを実行してください。デフ

ォルトでは、10 分間この要求が実行されるように設定されています。この設定時間は

/etc/default/LifeKeeper で CONFIRMSOTO の設定を修正することで変更が可能です。管理

者が与えられた時間内に lk_confirmso コマンドを実行しない場合は、フェイルオーバが

続行、もしくはブロックされます。デフォルトではフェイルオーバを続行します。この

振る舞いは/etc/default/LifeKeeper の COMFIRMSODEF 設定を修正することで変更が可能

です。 

例: 自動的なフェイルオーバを完全にブロックしたい場合は、Properties panel で Confirm 
Failover オプションを設定し、CONFIRMSODEF を 1 に設定(フェイルオーバを実行しな

い)し、CONFIRMSOTO を 0 に設定する必要があります。(フェイルオーバの実行を待ち

ません。) 

この設定を選択する場合: 

この設定は、ほとんどが Disaster Recovery、XenServer および通信パスの冗長化を含まな

い、WAN 構成において使用されます。 

通常のサイト(非マルチサイトクラスタおよび非 XenServer)では、ひとつのサーバからプ

ロパティのページを開き、Confirm Failover flag の設定をオンにしたいサーバを選択して

ください。 

マルチサイト WAN 構成:  手動でフェイルオーバ確認をしてください。 

マルチサイト LAN 構成:  手動でフェイルオーバ確認をしないでください。 

マルチサイトクラスタ環境 – 非ディザスタシステムから DR システムを選択し、Confirm 
Failover flag の設定を確認してください。Properties Panel を開き、それぞれの非ディザス

タサーバに対して設定を行ってください。 

XenServer 環境では、 リストのすべてのサーバ(DR サイトだけでなく)に対してチェック

する必要があります。 

Block Resource Failover を設定する: 
 

定義 - デフォルトでは、リソース障害が発生するとローカルシステム上で障害の発生し

たリソースをリカバリしようと試みます。ローカルリカバリが失敗もしくは有効になっ

ていない場合に、LifeKeeper は次にプライオリティの高いシステムへリソース階層を切

り替えます。しかしながらこの設定が指定されたシステム上で有効になっている場合は、

リソース障害の際に発生する切り替わりがブロックされます。  

 LifeKeeper for Linux 
 19 



 

この設定を有効にした場合は、以下のメッセージが記録されます。: 

Local recovery failure, failover blocked, MANUAL INTERVENTION 
REQUIRED 

状況/検討事項: 

マルチサイト構成では、どのサーバに対してでも Block Failover を選択しないでくださ

い。 

XenServer 環境では、クラスタのそれぞれのシステムに対して Block Failover を選択して

ください。 

注意: この設定は、システムが停止するような障害が発生した場合のフェイルオーバに

は影響を与えません。ローカルリソース障害の場合のみのフェイルオーバをブロックし

ます。 

 

各サーバにフラグを設定する。 
 

 

1. LifeKeeper GUIにログインし、クラスタのサーバを選択してください。 View 
menuのProperties panel オプションが選択されている場合は Properties 
panel が表示されます。 (GUIの右側).  

General tabでは、システム構成がパネルの下に表示されます。: 

 
 

 
 
2. Set Confirm Failover On の欄では, クラスタ内のそれぞれのサーバに対してチ

ェックボックスを選択してください。 

 

3. Set Block Resource Failover On の欄では, クラスタ内のそれぞれのサーバに
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対して要求されるチェックボックスを選択してください。 
 
マルチサイトクラスタ構成に関する重要事項:  マルチサイトクラスタ構成ではサー

バに対してBlock Resource Failover On にチェックしないでください。 
 

4.    OK をクリックしてください。 

SDR リソースの種類 

Data Replication リソース階層の作成時に、LifeKeeper は”resource type “を選択するよう促

します。SDR リソースタイプにはいくつかの異なるリソースタイプがあります。以下の

情報はどのタイプが一番あなたの環境に適しているかを決定する際に役立ちます。 

 

Replicate New File System 
New Replicated File System を選択すると NetRAID デバイスを作成/拡張し、NetRAID デ

バイス上で指定されたマウントポイントにマウントし、LifeKeeper がサポートするファ

イルシステムおよび NetRAID デバイスを LifeKeeper の保護下に置きます。ローカルデ

ィスクまたはパーティションがフォーマットされます。注意: 既存データは削除されま

す。 

Replicate Existing File System 
Replicate Existing File System を選択すると現在マウントされているディスクまたはパー

ティションを使用し、ディスクまたはパーティション上のデータを削除せず NetRAID
デバイスを作成します。SDR はローカルディスクまたはパーティションをアンマウント

し、ローカルディスクまたはパーティションを使用して NetRAID デバイスを作成し、

NetRAID デバイス上のマウントポイントにマウントします。その後、NetRAID デバイス

および LifeKeeper がサポートするファイルシステムを LifeKeeper の保護下に配置します。 

重要: Protection Suite for Linux Multi-Site  の階層を作成する場合は、作成中にアプリケー

ションが停止します。一旦階層を作成し拡張を終了したらアプリケーションを再起動す

る必要があります。 

 

Data Replication Resource 
このオプションは、ディスク・パーティション上に NetRAID デバイスを作成し、デバ

イスを LifeKeeper の保護下に入れる場合に選択します。raw I/O デバイスを使用するデー

タベースを使う場合は、このレプリケーション・タイプを選択します。 

ユーザーが継続的にデータにアクセスできるようにするために、SDR は、現在マウント

されている NetRAID デバイスをアンマウントしたり、削除したりしません。Data 
Replication リソースがマウントされている場合は、ユーザーがスイッチオーバーを試行
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する前に手動で NetRAID デバイスをアンマウントし、スイッチオーバー試行後に他方

のスタンバイサーバに手動で NetRAID デバイスをマウントする必要があります。 

. 

注:  Data Replication resource 作成後に、LifeKeeper によって手動でマウントしているファ

イルシステムの保護をしたい場合、以下の手順を行ってください。  

1. LifeKeeper のサポートするファイルシステムで NetRAID デバイスをフォーマットし

てください。 

2. NetRAID デバイスをマウントしてください。 

3. NetRAID デバイスに対し、共有ストレージ・ディスクまたはパーティションと同じ

手順でファイルシステム階層を作成し、拡張してください。 

LifeKeeper のファイルシステムリカバリーキットが、フェイルオーバ時にマウント/アン

マウントを制御します。  
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リソース構成タスク  
SDR 構成は LifeKeeperGUI からすべて実行可能です。  LifeKeeperGUI は構成、管理およ

び監視に必要なインターフェースを提供します。 

概要  

SteelEye Data Replication の設定に関して、次の作業が可能です。   

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

クアップ・サーバへ拡張します。 
• リソース階層の拡張解除  - LifeKeeper クラスタの 1 つのサーバの Data Replication リ

ソース階層を拡張解除（削除）します。 
• 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化を通知します。 
• 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

バに従属関係の変化を通知します。 
• サービス開始  - 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 
 

Data Replication リソース階層の作成 

プライマリーサーバで次の作業を行ってください。 

Protection Suite for Linux Multi-Site  環境で Data Replication リソース階層を作成している

場合は、Hierarchy Type の選択をした後に本セクションの 後の手順を参照してくださ

い。 

1. [Edit] > [Server] > [Create Resource Hierarchy]を選択してください。 

 

2. [Select recovery kit]ダイアログが表示されます。  ドロップダウンリストから[Data 
Replication]オプションを選択してください。 

3.以下の情報が表示されます。各ダイアログボックスでは Back ボタンが有効ですので、

再設定が可能です。エラーが発生した場合、前回の設定にもどって正しく指定しな

おすことで修正できます。作成中のどの段階でもキャンセルが可能です。  
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項目 内容 

Switchback 
Type 

 

Intelligent switchback を選択してください。この

設定により、バックアップ・サーバにフェイル

オーバ後、管理者は手動でプライマリーサーバ

に Data Replication リソースのスイッチオーバー

を行う必要があります。 

注意:本リリースの SDR は自動スイッチバック

をサポートしていません。この自動スイッチバ

ックの制限はリソースツリー全体に及びます。 

Server NetRAID デバイスを作成するサーバを選択して

ください。(通常はプライマリーサーバ) ドロッ

プダウンリストにはクラスタ内の全サーバが表

示されます。 

Hierarchy Type 作成するレプリケーションの種類を選択してく

ださい。種類は以下の通りです: 
• Replicate New File System 
• Replicate Existing File System  
• Data Replication Resource 

Bitmap File For 
Replication 

インテント・ログに使用するビットマップファ

イルを選択または編集してください。インテン

ト・ログを使用しない場合、再同期が必要な場

合には部分同期ではなく完全同期が行われま

す。 

Enable 
Asynchronous 
Replication ? 

Yesを選択すると、このリソースはターゲットシ

ステムに対して非同期レプリケーションのサポ

ートが可能になります。Noを選択すると全ター

ゲットに対し、同期レプリケーションを行いま

す。Yesを選択した場合、レプリケーションを実

際に同期または非同期のどちらで行うかは、リ

ソースをターゲットに拡張する段階で選択して

ください。(詳細はMirroring with SDR for a 
discussion of both replication types.を確認してくだ

さい)  ターゲットの一部のみでも非同期でレプ

リケートしたい場合はYesを選択してください。 

次に表示されるダイアログボックスは Hierarchy Type で選択したレプリケーションの種

類によって異なります。Hierarchy Type ごとに要求される情報が異なりますが、一部の

ダイアログボックスは各 Hierarchy Type で共通の場合もあります。以下は 3 つのセクシ

ョンにわけて Hierarchy Type ごとの作成の順序を説明します。 
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Data Replication Resource  
このオプションを選択した場合は NetRAID デバイスのみが LifeKeeper の保護下に作成

されます(ファイルシステムは作成されません)。  Data Replication・デバイスのみをディ

スクまたはパーティション上に配置し、LifeKeeper の保護下に置きたい場合、このオプ

ションを選択してください。この場合は、手動でこのデバイス上にファイルシステムを

作成し、マウントする必要があります。このリソースタイプを作成する場合、フリーデ

ィスクまたはパーティションが一つ必要です。  

1. 以下の情報を入力してください。 

項目 内容 

Source Disk or 
Partition 

ドロップダウン・ボックスに表示されるソース

ディスクまたはパーティションのリストには、

次のものを除いた使用可能なディスクまたはパ

ーティションがリストされます。 
• 現在マウント中 
• スワップ・タイプディスクまたはパーテ

ィション 
• LifeKeeper 保護下のディスクまたはパー

ティション 
ドロップダウンリストにはルートディレクトリ

ディレクトリ (/)、 boot ディレクトリ (/boot)、 
/proc、floppy や cdrom.などの特別なディスクま

たはパーティションも表示されません。 

Data Replication 
Resource Tag 

Data Replication リソース・インスタンスのタグ

名を選択、または入力してください。 

2. これを使用可能にするには、ファイルシステムを手動で作成し、NetRAID デバイス

（/dev/mdX）をマウントしなければならないことを通知するインフォメーションウ

ィンドウが表示されます。  

[Continue] をクリックして、ローカルディスクまたはパーティションに Data 
Replication・デバイスを作成してください。 

3. インフォメーションボックスが表示されます。LifeKeeper は、Data Replication リソ

ースを作成するために有効なデータが提供されたかを確認します。  LifeKeeper が問

題を検出すると、情報ボックスに"ERROR"が表示されます。  検査に問題がなければ、

リソースが作成されます。 

[Next]をクリックして次に進んでください。 

4. Data Replication リソース・デバイスの作成が成功したことを示す情報ボックスが表

示されます。  Data Replication を開始し、バックアップ／ターゲット・サーバ上で

LifeKeeper 保護下に入れるために、リソース階層をクラスタ内の別のサーバへ拡張

する必要があります。 
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リソースを拡張する場合は、[Continue]をクリックしてください。後でリソースを拡

張する場合は、[Cancel]をクリックしてください。 

 

 [Continue]をクリックすると拡張前処理スクリプトが起動します。他のサーバにリ

ソースを拡張する手順の詳細は、階層の拡張 の手順 2 を参照してください。 
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Replicate New File System  
このオプションを選択した場合は、NetRAID デバイスが作成され、LifeKeeper でサポー

トされるファイルシステムでフォーマットされ、NetRAID デバイス上でマウントされま

す。この時、マウント済みファイルシステムと NetRAID デバイスの双方が LifeKeeper
の保護下におかれます。NetRAID デバイスとローカルディスクまたは・パーティション

がフォーマットされることにより、既存のデータは削除されます。新しいファイルシス

テムでミラー作成し、LifeKeeper で保護したい場合はこのオプションを選択してくださ

い。 このリソースを作成するためには空きディスクまたはパーティションが一つ必要で

す。 

注意:このオプションはローカル・ディスクまたはパーティションをフォーマットし、

既存データはすべて削除されます。 

1. 以下の情報を入力してください。: 

項目 内容 

Source Disk or 
Partition 

 

ドロップダウン・ボックスに表示されるソース

ディスクまたはパーティションのリストは、次

のものを除いた使用可能なディスクまたはパー

ティションがすべてリストされます。 

• 現在マウント中 
• スワップディスクまたはパーティション 
• LifeKeeper 保護下のディスクまたはパー

ティション 
ドロップダウンリストにはルートディレクトリ

ー (/)、 boot ディレクトリ (/boot)、 /proc、floppy 
や cdrom.などの特別なディスクまたはパーティ

ションも表示されません。 

New Mount 
Point 

新規ファイルシステムの[New Mount Point]を選

択または入力してください。 これは、複製され

たディスクまたはパーティションを配置するマ

ウント・ポイントです。 

New File 
System Type 

[File System Type]を選択してください。 
LifeKeeper がサポートするファイル・システ

ム・タイプからのみ選択できます。 

File System 
Resource Tag 

ファイルシステムリソース・インスタンスの

[File System Resource Tag]名を選択または入力

してください。 

2. 新規ファイルシステムを作成するロケーションおよびローカルディスクまたはパー

ティションの再フォーマットを示す警告を確認して、[Create]をクリックします。  
LifeKeeper の[リソース作成]ウィザードによって、プライマリーサーバに新規複製フ

ァイルシステムのリソースが作成されます。   
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3.[Continue]をクリックしてください。 

4. LifeKeeper が、新規ファイルシステム上にリソースを作成するための有効なデータ

が提供されたことを確認します。  LifeKeeper が問題を検出すると、情報ボックスに

"ERROR"が表示されます。  検査に問題がなければ、リソースが作成されます。注

意:ファイルシステムの作成はディスクまたはパーティションサイズによっては数分

かかる可能性があります。 

 [Next]をクリックして次へ進んでください。 

  

5. 新規複製ファイルシステムリソース階層の作成が成功したことを示すインフォメー

ションボックスが表示されます。  Data Replication を開始し、リソース階層を

LifeKeeper で保護するために、クラスタ内の別のサーバにリソース階層を拡張する

必要があります。 

リソースを拡張する場合は、[Continue]をクリックします。後でリソースを拡張する

場合は、[Cancel]をクリックしてください。 

 [Continue]をクリックすると拡張前処理スクリプトが起動します。他のサーバにリ

ソースを拡張する手順の詳細は、 [階層の拡張]の手順 2 を参照してください。  

Replicate Existing File System 
このオプションを選択すると、ローカルディスクまたはパーティション上にある、マウ

ント済みファイルシステムが対象になります。ローカルディスクまたはパーティション

へのマウントは一旦破棄され、NetRAID デバイスが作成されてファイルシステムが再マ

ウントされます。 この時、マウント済みファイルシステムと NetRAID デバイスの双方

が LifeKeeper の保護下におかれます。既存のファイルシステムでミラーを作成し、

LifeKeeper の保護下に置きたい場合はこのオプションを選択してください。 

1. 以下の情報を入力してください。 

項目 内容 

Existing Mount 
Point 

   ローカルディスクまたはパーティションはこ

のマウント・ポイントにすでにマウントされて

いる必要があり、ファイルシステムは NetRAID
デバイスに収まる必要があります。  

File System 
Resource Tag 

 [File System Resource Tag]名を選択または入力

してください。 

 

2.  [Create]をクリックして、プライマリーサーバ上に Data Replication リソースを作成

してください。 

 

3. LifeKeeper が、Data Replication リソースを作成するために有効なデータが提供され

たことを確認します。  LifeKeeper が問題を検出すると、情報ボックスに"ERROR"が
表示されます。  検査に問題がなければ、リソースが作成されます。 
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[Continue]をクリックして次に進んでください。 

4. 既存複製ファイルシステムリソース階層の作成が成功したことを通知するインフォ

メーションボックスが表示されます。  レプリケーションを開始し、リソース階層を

LifeKeeper で保護するために、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

があります。 

リソースを拡張する場合は、[Continue]をクリックします。後でリソースを拡張する

場合は、[Cancel]をクリックしてください。 

[Continue]をクリックすると拡張前処理スクリプトが起動します。他のサーバにリソ

ースを拡張する手順の詳細は次のステップ [階層の拡張]の手順２を参照してくださ

い。 

階層の拡張 

このオペレーションは Edit メニューから、あるいはリソース階層の作成の完了から継

続して行うことが可能です。その場合は、以下の 2 のステップを参照してください。 

1. メニューから[Edit] > [Resource] > [Extend Resource Hierarchy]を選択します。  選択

すると、[Pre-Extend Wizard]が起動します。もし拡張の設定内容について精通してい

ないのであれば、Next ボタンをクリックしてください。 拡張の設定内容に精通して

おり、ウィザードでの入力や設定内容の確認を回避したいのであれば、 [Accept 
Defaults]ボタンをクリックしてください。 

2.  [リソース階層の拡張]ウィザードでは以下の情報の入力を求められます。  
Note: [Edit]メニューからリソースの拡張を始めるときだけ、 初の 2 つの項目が求

められます。 

項目 内容 

Template Server .現在Data Replicationリソース階層がサービス中の

[Template Server]を選択します。 ここで選択する

[Template Server]と次のダイアログボックスで選択する

[Tag to Extend]によって、サービス中（Activeated）のリ

ソース階層が表されることを認識しておくことが大切で

す。  選択したテンプレート・サーバでサービス中にな

っていないリソース・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表

示されます。 

Tag to Extend これは、テンプレート・サーバからターゲット・サーバ

に拡張する Data Replication・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・ボックスには、

テンプレート・サーバ上に作成されているすべてのリソ

ースが表示されます 
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Target Server 拡張するサーバを選択してください。 

Switchback 
Type 

Intelligent switchback を選択してください。この設定によ

り、バックアップ・サーバにフェイルオーバ後、管理者

は手動でプライマリーサーバに Data Replication リソース

のスイッチオーバーを行う必要があります。 

注意: 本リリースの SDR では、Data Replication リソース

の自動スイッチバックをサポートしていません。  さら

に、自動スイッチバックの制約事項は、LifeKeeper for 
Linux Data Replication リソースの 上位にある他の

LifeKeeper リソースにも適用されます 

Template 
Priority 

[Template Priority]を選択または入力してください。 これ

はサーバで現在サービス中の Data Replication 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す。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）。 すでに別のシステムで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： この選択画面は階層を初めて拡張す

るときだけ表示されます。 
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Target Priority [Target Priority]を選択または入力してください。 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

Data Replication 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、

リソースのカスケーディングフェイルオーバ・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. 拡張前処理スクリプトが正常に実行されたことが通知されたら Next をクリックして

ください。 

4. 拡張される階層によっては、LifeKeeper は複数のインフォメーションボックスを通

してリソース・タグを表示します。一部の情報は変更できません。 

[Next ]をクリックし、リソース階層の拡張構成を起動してください。 

次に表示されるダイアログボックスは、拡張する階層タイプによって異なります。  階
層タイプごとに、一部のダイアログボックスは同じですが、続いて表示される内容や必

要な情報が多少異なる場合があります。次のセクションでは、別のサーバへの Data 
Replication リソースの拡張を完了するために必要なステップをリストします。  以下の

セクションでは、別のサーバへの新規または既存複製ファイルシステムの拡張を完了す

るために必要なステップをリストします 
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Data Replication リソースの拡張 

1. 拡張前処理スクリプトが正常に実行されたことが通知された後、続いて以下の情報

を設定するように求められます。 

項目 内容 

Mount Point ターゲット・サーバ上でのファイルシステムのマウント・ポイ

ントを入力してください。（このダイアログは LifeKeeper がフ

ァイルシステムリソースを Data Replication リソースと一緒に構

成していない場合は、表示されません） 

Root Tag ルート・タグを選択または入力してください。（このダイアロ

グは LifeKeeper がファイルシステムリソースを Data Replication
リソースと一緒に構成していない場合は、表示されません） 

Target Disk or 
Partition 

 複製ファイルシステムを配置するターゲット・サーバ上のディ

スクまたはパーティションを選択してください。 

ドロップダウン・ボックスに表示されるディスクまたはパーテ

ィションのリストには、次のものを除いた使用可能なディスク

またはパーティションが全てリスト化されます。 

• 現在マウント中 
• スワップディスクまたはパーティション 
• LifeKeeper 保護下のディスクまたはパーティション 

 ドロップダウンリストには、特別なディスクまたは

パーティション（たとえば、ルート（/）、ブート

（/boot）、/proc、floppy、および cdrom など）も表

示されません。 

注：  ターゲットディスクまたはパーティションは、ソースデ

ィスクまたはパーティションと同じかそれ以上の大きさである

必要があります 

Data Replication 
Resource Tag 

[Data Replication Resource Tag]名を選択または入力してくださ

い。 

Bitmap File インテント・ログに使用するビットマップファイルを選択また

は編集してください。インテント・ログを使用しない場合、再

同期が必要な場合には部分同期ではなく完全同期が行われます

Replication Path ターゲット・サーバとクラスタ内の指定されたサーバのレプリ

ケーションに使用するローカルおよびリモートＩＰアドレスの

組み合わせを選択してください。IP アドレスの組み合わせは、

同じサーバ上で定義されたコミュニケーション・パスとして設

定された経路から選択可能です。Data Replication の性質上、プ

ライベート・ネットワークを選択することを推奨します。  

Data Replication がすでに一つまたは複数のターゲット・サーバ

に拡張済みの場合、新規サーバへの拡張を追加で実行すると、
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既存ターゲット・サーバと新規サーバ間の Replication Path 設定

プロンプトが、繰り返し表示されることになります。 

Replication Type  同期または非同期を個別のサーバの組み合わせごとに選択して

ください。 

Replication Path 設定フィールドと同様に、 Data Replication がす

でに一つまたは複数のターゲット・サーバに拡張済みの場合、

新規サーバへの拡張を追加で実行すると、既存ターゲット・サ

ーバと新規サーバ間の Replication Type 設定プロンプトが、繰

り返し表示されることになります。 

2. Extend をクリックして続行してください。 

注: SDR はプライマリーバックアップの 2 台構成のクラスタのみサポートします。  

3. [finish]をクリックして Data Replication リソース・インスタンスの拡張が成功したこ

とを確認してください。 

4.  [Done]をクリックして、階層の拡張のメニューを終了してください。 

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。この時点

で、LifeKeeper for Linux Data Replication は、ソースからターゲットディスクまたはパー

ティションへのデータ再同期を開始しています。  LifeKeeperGUI 上ではターゲット・サ

ーバ上の Data Replication ソースの状態は、「Resyncing」に設定されます。  再同期が完

了したら、状態が「正常なサービス休止」（OSU）に変更されます。 

再同期中には、Data Replication ソース、およびそれに依存するリソースは、フェイルオ

ーバを実行することができません。  これは、データの破損を防ぐためです。 
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 階層の拡張解除 

リソース階層構造を LifeKeeper クラスタ内の 1 台のサーバから削除する場合は、以下の

手順を実行してください。 

1. LifeKeeper GUI メニューで、[Edit] > [Resource] > [Unextend Resource Hierarchy]を選

択してください。 

2. Data Replication リソースを拡張解除する[ターゲット・サーバ]を選択してください。 
これは、Data Replication リソースが現在サービス中（ACTIVE）のサーバであっては

なりません。 

注：  右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拡張解除を選択し

た場合、このダイアログボックスは表示されません。 

 

Next をクリックします。 

3. Data Replication の拡張解除する階層を選択してください。(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[拡張解除]を選択した場合は、このダイアログは表示されません。) 

4. 拡張解除のために選択したターゲット・サーバと Data Replication 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]をクリックしてください。 

5.  Data Replication リソースの拡張解除が成功したことを示す別のインフォメーション

ボックスが表示されます。 

注：  この時点で、データはバックアップ・サーバへレプリケートされなくなります。 

 

階層の削除 

LifeKeeper 構成の全サーバから Data Replication リソースを削除するには、以下の手順を

完了してください。 

注:階層の削除を行う前に予め、Data Replication リソースを停止させることを推奨します。

停止させないと ｍd および NetRAID デバイスが削除されず、ファイルシステムを手動

でマウント解除する必要があります。 Data Replication リソースの停止を参照にしてくだ

さい。 

1. LifeKeeper GUI メニューで、[Edit] > [Resource] > [Delete Resource Hierarchy]を選択

してください。 

2. Data Replication リソースを削除する[ターゲット・サーバ]を選択してください。  

注：  右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削除を選択した場

合、このダイアログボックスは表示されません。 
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3. 削除する Data Replication 階層を選択してください。(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 ]
を選択した場合は、このダイアログは表示されません。) Next をクリックしてくだ

さい。 

4. 削除のために選択したターゲット・サーバと Data Replication リソース階層を確認す

る情報ボックスが表示されます。[Delete]をクリックしてください。 

5. Data Replication リソースの削除が成功したことを示す別のインフォメーションボッ

クスが表示されます。 [Done] をクリックして終了してください。 

.注:  NetRAID デバイスがこのリソースを削除する前にマウントされている場合はその

まま保持されます。されていない場合、NetRAID デバイスも同時に削除されます。 

Data Replication リソースのサービス停止 

Data Replication リソースをサービス停止にすると、リソースは LifeKeeper 保護下から削

除されます。ミラーは中断され、ファイルシステムがある場合は、マウント解除され、

md デバイスは停止し、nbd サーバおよびクライアントプロセスは終了します。 

警告:ミラーを中断し、Data Replication リソースを LifeKeeper 保護下から削除する目的で

ない限り、サービス停止は行わないでください。 一時的なミラーリングの停止には

Pause を実行してください。 

1. 右ペイン上で、サービス実行中の・Data Replication リソースを選択し、右クリック

してください。 

2. ポップアップメニューから[Out of Service]を選択してください。 

3. ダイアログボックス上からこのリソースおよび依存関係のある全リソースを停止す

ることが確認されます。Next をクリックしてください。 

4. リソースが停止になったことをインフォメーションボックスが表示します。Done を
クリックしてください。  

Data Replication リソースの開始 

Data Replication リソースのサービス開始は、リソース作成と動作が類似しています。

LifeKeeper は nbd サーバ、クライアント、md デバイスを開始させ、ソース－ターゲッ

ト間のデータを同期化させて必要な場合はファイルシステムをマウントします。  

1. 右ペインの Data Replication リソースを選択し右クリックしてください。 

2. ポップアップメニューから[In Service ]を選択すると、サービスの開始を選択したサ

ーバとリソースの確認が表示されます。[In Service ]をクリックしサービスを開始し

てください。 

3. インフォメーションボックスが、サービスが開始されたことを表示します。ダイア

ログ上に依存関係を持つその他のサービス が実行されたことが確認されます。

[Done ]をクリックしてください。 
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リソース階層のテスト 

手動でスイッチオーバーを行うことにより Data Replication リソース階層のテストが可能

です。 これによりリソース・インスタンスのプライマリーからバックアップ・サーバへ

のフェイルオーバをシミュレーションします。  

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、

Data Replication 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

リーサーバ側ではサービス休止状態になります。 この時点で、元のバックアップ・サー

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

ります。 

手動切り替え後、ターゲット・サーバ上の Data Replication リソースのステータスは

LifekeeperGUI 上で Resyncing となり、再同期が終了すると、ターゲット・サーバはスタ

ンバイ状態になります。 

注：  再同期中には、Data Replication リソースの手動フェイルオーバは阻止されます。 

[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状態になり、他の

サーバでもサービス中になりません。 再同期中にリソースがサービス休止になった場

合、サービス中に戻すことができるのは休止になったのと同じサーバ上のみです。 

 

36 SteelEye Data Replication 管理ガイド  



 

SDR の管理 
このセクションでは、SDR の管理オペレーションを理解するための情報と Data 
Replication 作成後の特記事項を紹介します。 

ミラーステータスの表示 

レプリケーションステータスダイアログを表示することにより以下の情報を視認するこ

とができます。  

• ミラーステータス: Fully operational(実行中), Paused(一時停止中), Resyncing（ 再同期

中）または Out Of Sync (中断) 
• 同期ステータス: 同期終了のパーセンテージ（％） 
• レプリケーション・タイプ: synchronous（同期）または asynchronous（非同期） 
• レプリケーションの方法: ソース・サーバからターゲット・サーバへ 
• ビットマップ:ビットマップ・インテントログのステータス   
• リワインド・ログ：リワインドログの場所と大きさ(有効な場合) 
• ネットワークに流れるデータ圧縮のレベル：圧縮レベル(有効な場合) 
 
レプリケーション・ステータス・ダイアログを表示するには以下の手順を実行します。 
1. [View menu]をクリックし、[Properties Panel]を選択してください。 

2. LifeKeeper  状態表示画面で[Data Replication resource]をクリックしてください。 

または、 

1. LifeKeeper  状態表示画面で[Data Replication resource]を右クリックしてください。 

2.    ポップアップメニューから[Properties ]を選択してください。  
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GUI ミラーの管理 

SDR ミラーは、LifeKeeper GUI を通して、２つの方法で管理することができます： 

1 プロパティーパネルを有効にし、ツールバーアイコン(スクリーンショットの上部に表

示されています。)をクリックしてください。それぞれのアイコンの動作は下記に説明

します。 

または、 

2[Data Replication resource]を右クリックし、ポップアップメニューからの動作を選択し

てください。 

 

Pause Mirror(ミラーの一時停止) 
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Resume Mirror(ミラーの再開) 

ターゲットデバイスへの複製書き込みを一時的に停止することが可能です。バック

アップデバイスのスナップショットの取得、トラフィックのピーク時に I/O パフォーマ

ンスを向上させるなどの目的で一時停止を行うことが可能です。 

ミラーが一時停止した時、ターゲットシステム上でファイルシステムを読み込み専用

(もしくはカーネル 2.6.19 以上での読み込み/書き込み)として、マウントされます。ミラ

ーの一時停止中にターゲットに書き込まれたデータはミラー再開時に上書きされます。 

Force Mirror Online(ミラーの強制オンライン) 

ミラーの強制オンライン オプションは両系のサーバが動作不可になり、プライマリ

ーサーバがリブート後、サービスが開始できない場合に使用するべきです。ミラーの強

制オンラインを実行すると、data_corrupt フラグが削除され、Data Replication リソース

をサービス開始にできます。詳細はトラブルシューティングの「プライマリーサーバで

リソースをサービス開始にできない」を確認してください。 

注意: ミラー設定はターゲットシステム上で実行する必要があります。(もしくはどのシ

ステムをミラーソースにするか決まっていない場合はどのシステム上で実施しても構い

ません。) ミラーは設定変更を実行する前に一時停止および再起動する必要があります。 

 

Set Compression Level(圧縮レベルの設定) 

Network に流れる情報の圧縮レベルは 0 から 9 の値に設定されます。0 の値は全く

圧縮できません。レベル 9 は も速度が遅いが、圧縮としては一番出来が良いのに対し、

圧縮レベル１は 速ですが圧縮力が強くありません。ネットワークのデータ圧縮は概し

て WAN 上でしか効力がありません。 

 

Set Rewind Log Location(リワインド・ログの保存場所の設定) 

リワインド・ログファイルが保存されるディレクトリーを選択してください。（シ

ステムがミラー・ターゲットである場合。）その場所には、要求されるログの履歴を保

存するのに十分なスペースが必要です。ログは、ミラー上や、共有でディスク上には保

存できません。 適な動作をさせるためにも、どのミラーからも分離された物理ディス

クに保存して下さい。設定をしない場合はリワインドログが無効になります。 

注意: ミラーは設定変更を実施する前に一時停止し再起動する必要があります。 

Set Rewind Log Max Size(リワインドログの 大値の設定) 

メガバイト(MB)で、ログファイルサイズの 大値を入力して下さい。空欄や 0 は

ファイルサイズの制限を設定できません。ログファイルディスク上には、ログファイル
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が 大値まで増大しても収容できるほどの十分なスペースがなければなりません。しか

しながら、ディスクスペースが一杯になるとログは 新に登録したものから上書きされ

てしまいます。 
1ログファイルは、ミラーディスクに書かれたコピーを全てのディスクブロックごとに

含んでいるので、もし、同じディスクブロックに数回書き込まれた場合（例えばファイ

ルが修正されたり、付け加えられたりした時のように）ログファイルは、ミラーディス

ク自身より大きくなります。 

 

Create/View Rewind Bookmarks(リワインドブックマークの作成／閲覧) 

ブックマークは、リワインドログファイルに登録されます。ブックマークは重要な

システムイベント(アップグレードのような)のトラックを保存しておくのに便利です。 

リワインドを実行するとき、全てのブックマークされたログの登録は、リワインド時の

選択として表示されます。 

 

データの巻き戻しと復旧 

リワインドの特徴はデータをターゲットディスク上で、任意の時点への巻き戻し 

を可能とします。(ディスクへの書き込みをした時のどの時点でも) 

 

手順は以下に説明します。 

1)ミラーを一時停止してください。 

2)タイムスタンプが選択され、ディスクが任意の時点へリワインドされます。 

3)リワインドされたデータを照合し、状態を表示させます。(good または bad) 

4)現在のデータを使用する(手順５へ進んで下さい。)か、もうひとつのタイムスタンプ

を選択してリワインド作業を続ける(手順２へ進んで下さい。)かを選択します。 

5)手動でデータを回復させるを選び、ミラーを再開(または、リワインドされたデータを

削除)させるか、ミラーおよび保護されたアプリケーションをターゲットシステムへ

移動させ、リワインドされたデータを新しいデータとして使用してください。 

 

ウィザード・ダイアログと上記の手順に従って進んで下さい。そのダイアログは下記に

説明します。 

 

1）リワインドするデータを確認してください。。[Continue]をクリックしてください。 
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2) ミラーはリワインドの準備のために一時停止してください。[Next]をクリックして

ください。 

3) リワインドするためのタイムスタンプのタイプを選択して下さい。ブックマークさ

れたログは、他のランダムに取得されたその他のエントリーと同様に、ドロップダ

ウンリストに表示されます。ダイアログの下記のプログレスバーはデータが良好の

とき(緑)、悪い時(赤),不明な場合(黄色)で表示されます。結果、リワインドを始める

時には、黄色が表示されています。一旦データがリワインドされ、データが”good”
または、”bad”で示されたならば、プログレスバーは、緑か、赤にアップデートさ

れます。 

 

                 ダイアログ３ 

 
1) データがリワインドされます。データがリワインドされた後、ターゲットディスク

は読み込みのみでのアクセスになり、その結果データの照合が可能となります。

[Next]をクリックしてください。 
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                  ダイアログ４ 

2) データにコメントを入力するか聞かれます。コメントを入力し(強制ではありませ

ん。)[Next]をクリックして下さい。 

3) データを照合するかどうか聞かれます。[Yes]または[No]を答え、[Next]をクリック

して下さい。 

4) リワインドを続けるかどうか、続ける場合、ダイアログ 3 に戻って下さい。）リワ

インドされたデータを受け入れ、復旧させるかを聞かれます。 

5) 復旧方法について聞かれます。選択肢は、 

  a.アプリケーションを<ターゲットシステム>へ移動する(ダイアログ 9 へ移動して下

さい。) 

  b.手動でデータをソースシステムへコピー(ダイアログ 10 へ移動して下さい。) 

        c.どちらかを選択し、[Next]をクリックして下さい。 

6) 階層がターゲットサーバへ移動します。リワインドされたデータは古いソースディ

スクへ再同期されます。[Finish]をクリックして下さい。リワインドが終了します。 

7) 手動で、ファイルをソースシステムへコピーするか聞かれます。安全だと思う場所

へリワインドされたデータをコピーして下さい。[Next]をクリックして下さい。 

8) ミラーが再開されます。全ての再同期がソースからターゲットで発生します。 

    [Finish]をクリックして下さい。リワインドが終了します。 
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コマンドラインでのミラー管理 

LifeKeeperGUI によるミラーの動作の他に、コマンドラインを使用してミラー管理を実行す

ることも可能です。 SDR リソース管理用に以下のコマンドがあります。（$LKROOT/bin 
に格納されています） 

ミラー動作: 

  mirror_action <tag> <action> <source> [target(s)] 

 

<tag> は SDR リソースのタグ名を指定します。 

<action>は pause, resume, force, fullresync のいずれかを選択できます。  

<source> は現在のミラーソースシステムを指定します。 

<target>は実行内容の対象となるターゲットシステム(または複数ターゲットシステムの

リスト) を指定します。 

 

例: 

 

ソースシステム adam 、ターゲットシステム eve で datarep-ext3 リソースのミラー一時停止

を行う場合： 

mirror_action datarep-ext3 pause adam eve 

 

adam から eve および sophocles に対してミラーを再開する場合：  

mirror_action datarep-ext3 resume adam eve sophocles 

 

eve 上でミラーの強制オンラインを行う場合： 

mirror_action datarep-ext3 force eve 

 

複製および、adam から sophocles へ強制再同期を再開する場合： 

mirror_action datarep-ext3 fullresync adam sophocles 

 

ミラーの設定: 

 
mirror_settings <tag> <setting> <value> 

<tag> は、SteelEye Data Replication リソースの  LifeKeeper リソースタグです。 

<setting> は logdir, logmax, compress の 1 つです。 

<value> は設定される値です。 
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注意：ミラー設定は、ターゲットシステム上で動作します。(または、ミラーソースになる

システム)。ミラーは、設定変更の影響を受ける前に一時停止し、再開されなければなりま

せん。 

 

  例： 

 

ネットワークのデータ圧縮レベルを 5 に設定する場合: 

mirror_settings datarep-ext3 compress 5 

 

ネットワークのデータ圧縮を無効にする場合: 

mirror_settings datarep-ext3 compress 0 

 

リワインドログディレクトリの設定 (およびリワインドログを有効にする): 

mirror_settings datarep-ext3 logdir /tmp/logs 

 

リワインドログを無効にする場合: 

mirror_settings datarep-ext3 logdir “” 

 

リワインドログの 大値を 1GB に設定する場合: 

mirror_settings datarep-ext3 logmax 1073741824 

 

リワインドログの 大値の設定を無効にする場合: 

mirror_settings datarep-ext3 logmax 0 

 

 

  ビットマップの管理: 

 

 
bitmap -a <num>|-c|-d|-X <bitmap_file> 

 

-a <num>  は非同期書き込みパラメータをビットマップファイルに追加します。この設定

は、同期ミラーをアップグレードし、非同期ターゲットを追加設定できるようにするため

に必要です。 デフォルト値は 256 になります。 
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-c  はビットマップファイルをクリーンにします。（全ビットが０になります）ソースとタ

ーゲットに完全に一致したデータが格納されている場合などに、全同期の発生を抑制する

目的で使用できます。このオプションは特別に慎重に使用してください。 

-d はビットマップファイルをダーティにします。（全ビットが 1 になります）d このオプ

ションは例えばスプリット・ブレイン発生後などに、全同期を強制実行するために使用で

きます。 

-X <bitmap file> はビットマップファイルの内容を調査し、ビットマップとミラーに関

する重要な情報を表示します。 

 

SDR リソースは md デバイスであるため、これらのコマンドに加えて mdadm コマンドも同

様に SDR リソースの管理を行うために使用することが可能です。詳細については、

mdadm(8) man ページを参照してください。  

注 mdadm を使用する場合、$LKROOT/bin に格納されているコマンドのバージョンが、オペ

レーティング・システムによって提供されているコマンドのバージョンより高いことを確

認してください。 

コマンドラインでのミラー監視 

通常の場合、ミラーステータスは LifekeeperGUI 上の Resource Properties dialog 内にある

Replication Status tab で確認できますが、以下のコマンドの実行によりステータスの監視を

行うことが可能です。 

 
$LKROOT/bin/mirror_status <tag>  

 

例: 

# mirror_status datarep-ext3-sdr 

 

[-]     eve -> adam 

        Status: Paused 

        Type: Asynchronous 

 

[-]     eve -> sophocles 

        Status: Resynchronizing 

        [=>                 ] 11% 

        Resync Speed: 1573K/sec 

        Type: Synchronous 
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Bitmap: 4895 bits (chunks), 4895 dirty (100.0%) 

 

以下のコマンドも役立ちます: 

 

cat /proc/mdstat 

 

 sample mdstat ファイルのサンプルは以下になります。: 

 

eve:~ # cat /proc/mdstat 

Personalities : [raid1]  

md1 : active raid1 nbd10[1] nbd8[3](F) sdb1[0] 

  313236 blocks super non-persistent [3/2] [UU_] 

  bitmap: 3/3 pages [12KB], 64KB chunk, file: /opt/LifeKeeper/bitmap_ext3-sdr 

 

unused devices: <none> 
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サーバ障害 

プライマリー、バックアップ両系のサーバが動作不可になった場合、両系のサーバが機

能するまで Data Replication リソースのサービスは開始されません。  これは再同期の方

向が逆転してデータ破損させることを回避するためです。  管理者は実行可能なサーバ

のどちらか一台が 後にサービス開始状態（ISP）だったことが確認された場合、リソ

ース・プロパティ・ダイアログを開き、Replication Actions の中の Force Mirror Online 
をクリックすることで強制的にオンラインにすることができます。 続いて手動で Data 
Replication リソースをサービス開始してください。  

 

再同期 

Data Replication リソースの再同期中には、バックアップ／ターゲット・サーバ上の Data 
Replication リソース・インスタンスの状態が「Resyncing」になります。  ただ

しプライマリー／テンプレート・サーバでは、リソース・インスタンスは「Resyncing」
（ISP）になります。  LifeKeeper GUI はこの状態を反映して、バックアップ・サーバ上

の Data Replication リソースは以下のアイコンが表示されます。 

 
プライマリーサーバ上の Data Replication リソースは以下のアイコンが表示されます。 

 
  Data Replication リソースに依存するリソースは、緑色で表示されます。    再同期が完

了すると即時に、バックアップ・サーバ上の Data Replication リソースの状態が

「Target」に設定され、アイコンは以下のように変更されます。 

 
同期実行中は以下の点に注意してください。: 

• SDR リソース（および依存するリソース）は、ターゲット・サーバに対し同期中は、

プライマリー側に障害が発生しても、フェイルオーバできません。 
• Data Replication リソースがプライマリーターゲット間で同期中に停止された場合、

プライマリーサーバまたは同期済みの他ターゲット・サーバがアクティブになった

後に再同期が続行されます。 
プライマリーサーバが同期プロセス中に動作不可になった場合、同期プロセス実行中の

ターゲット・サーバでサービスを開始させることは出来ません。プライマリーサーバが

機能可能になった後にミラーの再同期が続行されます。  
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トラブルシューティング 

以下の表に問題に対する対応策を列挙します。 

症状 対応策 

Data Replication リ

ソース削除後に

NetRAID デバイス

が削除されなかっ

た。 

NetRAID デバイスがマウントされている場合

は、SDR リソースを削除しても、NetRAID デ

バイスは削除されません。 デバイスを手動で

アンマウントし、以下を実行して削除してくださ

い。 

mdadm-S<md_device>(cat/proc/mdstst to determine  

the<md_device>). 

(<md-device>は、/proc/mdstat で確認できます。) 

インストール／

HADR rpm が失敗

する。 

これらのファイルを手動でインストールする完

全な手順について、『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。 

フェイルオーバ中

のエラー。 
デバイスのステータスを調べてください。  再
同期が進行中の場合は、フェイルオーバを実行

できません。 

プライマリーサー

バのパニック発生

後、セカンダリ・

サーバで LKDR リ

ソースが ISP にな

るが、プライマリ

ーサーバのリブー

ト時には、両方の

サーバで SDR リソ

ースが OSF にな

る。 

Data Replication リソース階層の作成時に選択し

た「switchback type」を調べてください。  本リ

リースでは、Data Replication リソースの自動ス

イッチバックはサポートされていません。  リ
ソース・プロパティ・ウィンドウで、

switchback type を[Intelligent]に変更できます。  
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両方のサーバが動

作不能になった

後、プライマリー

サーバがリブート

時に、リソースを

ISP にできない。  

プライマリーサーバがセカンダリ・サーバより

先に動作不能になった場合、Data Replication リ

ソースの強制オンラインを実行し、サービスを

開始できます。プライマリー側で Data 
Replication リソースのリソース・プロパティ・

ダイアログを開き、Replication Status タブをク

リックして Actions ボタンから Force Mirror 
Online を選択し、Continue で確認し、[Finish]
を選択してください。 

 

現在マウントされ

ている NFS ファイ

ルシステムで Data 
Replication 階層の作

成中にエラーが発

生した。 

現在 NFS としてエクスポートされているファ

イルシステムで Data Replication 階層を作成し

ようとしています。  エクスポートする前に、

このファイルシステムを複製する必要がありま

す。   

SDR GUI ウィザー

ドに、新規作成し

たパーティション

がリストされな

い。 

Linux OS は、システムがリブートされるまで、

新規作成したパーティションを認識しないこと

があります。  新規作成したパーティションの

エントリを確認するため、/proc/partitions ファ

イルを表示してください。  新規パーティショ

ンがこのファイル内に存在しない場合は、シス

テムをリブートする必要があります。 

プライマリー、バ

ックアップの両系

に緑のアイコン

（ISP）が表示され

る。 

通信障害によるスプリット・ブレイン・シナリ

オです。通信が停止し、両系のサーバがプライ

マリーとして動作してしまいます。どちらのサ

ーバが 終的にプライマリーシステムであった

か識別できないため、SDR は再同期を行いませ

ん。手動での問題解決が必要です。 

ビットマップ不使用の場合: 

後にバックアップ側であったサーバを確定

し、リソースを停止します。SDR は完全再同期

を行います。: 

ビットマップ使用時の場合(2.6.18 以前のカーネ

ル) 

両系のサーバをサービス停止にし、バックアッ

プ側のサーバを先にサービス開始にします。 
プライマリーノード側で以下のコマンドを実行

し、ビットマップをダーティにします。 

$LKROOT/lkadm/subsys/scsi/netraid/bin/bitmap 
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–d /opt/LifeKeeper/bitmap_filesys 

(/opt/LifeKeeper/bitmap_filesys はビットマップフ

ァイルの位置). 

 これによりリソースのサービス開始後、完全

再同期が実行されるようになります。続いて、

プライマリーノード側でリソースをサービス開

始にし、完全再同期を開始させます。 

ビットマップ使用時の場合 (2.6.19 以降のカーネル

または RedHat Enterprise Linux 5.4 カーネル 2.6.18-164 
以降(またはサポート対象の RedHat 5.4 以降の派生ディ

ストリビューション): 

後にバックアップとなっていたサーバを決定

する必要があります。続いて、そのサーバ上で

リソースを停止してください。SDR は部分再同

期を行います。 
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Protection Suite for Linux Multi-Site  
Protection Suite for Linux Multi-Site は 2 つ以上のサーバ間で LifeKeeper 共有ストレージ構

成を使用する独立したライセンス形態の製品です。SteelEye Data Replication を使用して

共有ディスクを 1 つ以上のターゲットサーバへレプリケーションする追加の機能をもっ

ています。  

 

 
Protection Suite for Linux Multi-Site は WAN を介した異なる複数のサブネット上でのフェ

イルオーバを提供します。この構成はバーチャルネットワーク(バーチャル LAN 
(VLAN) もしくはバーチャル・プライベート・ネットワーク(VPN)のどちらかを含みま

す。 

以下は Protection Suite for Linux Multi-Site 製品が設定された後の SteelEye LifeKeeper GUI
のイメージです。階層はアンバランスな状態で表示されますが、正常に設定されており、

正しく機能します。あなたが従来の SteelEye Data Replication カスタマーで SteelEye 
LifeKeeper グラフィカルユーザーインターフェースに親しい場合は、LifeKeeper GUI に
表示される Protection Suite for Linux Multi-Site のリソース階層は前回リリースの SteelEye 
Data Replication とは異なって表示されるでしょう。 
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Multi-Site Cluster 構成に関する考慮事項 
システムを構成する前に Linux Multi-Site Cluster 階層の環境において回避すべき階層構

成を理解しておくことが重要です。 

下記は Linux Multi-Site Cluster 環境において回避すべき階層構成の 3 つの例です。これ

ら全てのケースにおいて、Linux Multi-Site Cluster 階層は他の階層と基本的なデバイスを

共有します。どちらかの階層の障害もしくはスイッチオーバは関連する階層に影響を与

えます。これは後に完全再同期を要するアプリケーション障害もしくはミラーの破壊の

ような意図しない結果を引き起こす可能性があります。加えて、ミラーソースを DR サ

イトへ切り替える場合複雑な状態が発生する可能性があります。さらに、ミラーリソー

スを DR サイトに切り替え、プライマリーサイトにミラーを返す場合は、ディスクリソ

ースの起動が意図した順にあがらないという結果を引き起こす可能性があります。 どの

共有リソースもミラーターゲットとして同じノード上で正常に起動している状態(ISP)で
ある必要があります。 

 

例 説明 

1 同じ階層もしくは異なる階層で 1 つ以上の Multi-Site Cluster 階
層のミラーディスクリソースを使用する。 

2 

1 つ以上の Multi-Site Cluster 階層でミラービットマップに対して

同じ Multi-Site Cluster のファイルシステムもしくはディスクリ

ソースを使用する。(それぞれのミラーのビットマップファイル

はユニークな LUN 上に存在し、共有することはできません。) 

3 
別の階層でビットマップファイルシステム、デバイスもしくは

ディスクリソースを使用する。(マルチサイトもしくは非マルチ

サイト) 

 

Multi-Site Cluster における制限 
• Linux Multi-Site Cluster を使用している場合はディザスタリカバリノードに SteelEye 

Logical Volume Manager Recovery Kit をインストールしないでください。  

Protection Suite for Linux Multi-Site リソース階層の作成 

 
プライマリサーバで次の作業を行います。: 

1. Edit > Server > Create Resource Hierarchy を選択してください。 

Create Resource Wizard ダイアログが表示されます 
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2. ドロップダウンリストから Data Replication オプションを選択し Next をクリックし

次に進んでください。 

3. 下記の情報を入力してください。どのダイアログボックスでも Back ボタンが有効な

場合は、前回のダイアログボックスに戻ることが可能です。エラーが発生した場合、

前回の設定にもどって正しく指定しなおすことで修正できます。作成中のどの段階

でもキャンセルが可能です。 

項目 内容 

Switchback 
Type 

 

intelligent スイッチバックを選択してください。

これはバックアップサーバにフェイルオーバ

後、管理者は手動で Multi-Site Cluster リソース

をプライマリサーバへスイッチオーバすること

が必要であることを意味します。 

注意: このリリースの SDR は Data Replication の

リソースに対する自動スイッチバックをサポー

トしていません。さらに自動スイッチバックの

制限は Multi-Site Cluster 階層の一部になる他の

どの LifeKeeper リソースにも適用可能です。自

動スイッチバックの制限事項は Multi-Site Cluster
の階層の一部になるほかの LifeKeeper リソース

に対して適用可能です。これは階層の上に配置

されている どのリソース、もしくは階層内の子

リソースになるものを含みます。 

Server NetRAID デバイスを作成するサーバを選択して

ください。(通常はプライマリーサーバ) ドロッ

プダウンリストにはクラスタ内の全サーバが表

示されます。 

Hierarchy Type 作成するレプリケーションの種類を選択してく

ださい。種類は以下の通りです:  
• Replicate New File System 
• Replicate Existing File System 
• Data Replication Resource 

次に表示されるダイアログボックスは Hierarchy Type で選択したレプリケーションの種

類によって異なります。Hierarchy Type ごとに要求される情報が異なりますが、一部の

ダイアログボックスは各 Hierarchy Type で共通の場合もあります。以下は 3 つのセクシ

ョンにわけて Hierarchy Type ごとの作成の順序を説明します。 

 

Replicate New File System 
このオプションを選択した場合は、NetRAID デバイスを作成し、LifeKeeper でサポート

されるファイルシステムでフォーマットしてから NetRAID デバイス上でマウントしま
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す。この時、マウント済みファイルシステムと NetRAID デバイスの双方が LifeKeeper
の保護下におかれます。NetRAID デバイスとローカルディスクまたはパーティションが

フォーマットされることにより、既存のデータは削除されます。新しいファイルシステ

ムでミラー作成し、LifeKeeper で保護したい場合はこのオプションを選択してください。 
このリソースを作成するためには空きディスクまたはパーティションが一つ必要です。 

 

注意: このオプションはローカルディスクまたはパーティションをフォーマットし、既

存データは全て削除されます。 

1. 以下の情報を入力してください。: 

項目 内容 

Source Disk or 
Partition 

 

ドロップダウン・ボックスに表示されるソース

ディスクまたはパーティションのリストには、

次のものを除いた使用可能なディスクまたはパ

ーティションがリストされます。 

•  現在マウント中 

•  スワップディスクまたはパーティション 

•  LifeKeeper保護下のディスクまたはパーティ

ション 

 

ドロップダウンリストにはルートディレクトリ

ディレクトリ (/)、 boot ディレクトリ (/boot)、
/proc、floppy や cdrom.などの特別なディスクま

たはパーティションも表示されません。 

 

2. 共有されていないソースディスクまたはパーティションを選択した場合に以下のス

クリーンが表示されます。 
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3. 共有されている別のソースディスクまたはパーティションを選択する場合は Back を

選択してください。以下の情報を入力して Protection Suite for Linux Multi-Site リソ

ースの設定を完了してください。 

 
項目 内容 

New Mount 
Point 

新しいファイルシステムの New Mount Point を
入力してください。これは、複製されたディス

クまたはパーティションを配置するマウント・

ポイントです。 

New File 
System Type 

File System Type を選択してください。

LifeKeeper がサポートするファイルシステムタ

イプのみを選択することができます。 

Data Replication 
Resource Tag 

ユニークな Data Replication リソース・インスタ

ンスのタグ名を選択、または入力してくださ

い。 

File System 
Resource Tag 

ファイルシステムのリソースインスタンスの フ
ァイルシステムリソースタグ名を選択または入

力してください。 

Bitmap File プルダウンリストからビットマップファイルの

エントリを選択してください。  

リストに表示されるものはビットマップファイ

ルを保持するために使用することが可能な共有

ファイルシステムです。ビットマップはクラス
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項目 内容 

タ内のローカルノード間で切り替え可能な共有

デバイス上に保存する必要があります。 

 

4.Next をクリックして確認画面へ進んでください。  

5. ファイルシステムを作成する場所がないということを表示するスクリーンおよびロー

カルディスクまたはパーティションの再フォーマットがペンディングされていること

を示す警告が表示されます。Create をクリックし、リソースの作成を開始してくださ

い。 

6. LifeKeeper は新しいファイルシステム上でリソース作成のための有効なデータが提供

されているかを確認します。Lifekeeper は問題を検知すると、インフォメーションボ

ックスにエラーが表示されます。確認に成功するとリソースが作成されます。ディス

クまたはパーティションサイズによっては、ファイルシステムの作成に何分か時間を

要することに注意してください。 

Next をクリックして次へ進んでください。  

7.レプリケートされたファイルシステムのリソース階層の作成が成功したことを示す情

報ボックスが表示されます。  Data Replication を開始し、LifeKeeper 保護下に入れる

ために、階層をクラスタ内の別のサーバへ拡張する必要があります。 

Next をクリックして階層の拡張を行うか、 現時点ではリソースの拡張を行わない場

合は Cancel をクリックしてください。 

Continue をクリックすると LifeKeeper は Pre-extend Wizard へ進みます。リソースを

どのようにして別のサーバへ拡張するかについての詳細は階層の拡張 の手順 2 を参

照してください。 

 

Replicate Existing File System 
 

このオプションを選択するとローカルディスクまたはパーティションで現在マウント済

みのファイルシステムがアンマウントし、NetRAID デバイスを作成した後、NetRAID デ

バイス上でファイルシステムを再びマウントします。NetRAID デバイスおよびマウント

済みのファイルシステムの両方が LifeKeeper の保護下に配置されます。既存のファイル

システムでミラーを作成し LifeKeeper の保護下に配置したい場合はこのオプションを選

択してください。 

  

1. 以下の情報を入力してください。: 

 

項目 説明 

Existing Mount Point Existing Mount Point はプライマ
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項目 説明 

リサーバ上の NetRAID でマウ

ントされるマウントポイントに

なる必要があります。ローカル

ディスクまたはパーティション

はすでにこのマウントポイント

にマウントされている必要があ

ります。    

 
 

2. 共有されていないマウントポイントを選択すると以下の画面が表示されます。  

 

 
 

3. Back を選択して共有されている異なるマウントポイントを選択してください。引き

続き情報を入力し Protection Suite for Linux Multi-Site リソースの設定を完了してくだ

さい。 

 
 

項目 説明 

Data Replication Resource Tag ユニークな Data Replication リソ

ース・インスタンスのタグ名を

選択、または入力してくださ
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項目 説明 

い。 

File System Resource Tag ファイルシステムのリソースイ

ンスタンスの ファイルシステ

ムリソースタグ名を選択または

入力してください。 

Bitmap File プルダウンリストからビットマ

ップファイルのエントリを選択

してください。   

リストに表示されるものはビッ

トマップファイルを保持するた

めに使用することが可能な共有

ファイルシステムです。ビット

マップはクラスタ内のローカル

ノード間で切り替え可能な共有

デバイス上に保存する必要があ

ります。 

 

4. Next をクリックしてプライマリサーバ上で Data Replication リソースを作成してくだ

さい。 
 

5. LifeKeeper は新しいファイルシステム上でリソース作成のための有効なデータが提

供されているかを確認します。Lifekeeper は問題を検知すると、インフォメーション

ボックスにエラーが表示されます。認証に成功するとリソースが作成されます。 

 

Next をクリックしてください。 

6. 既存のレプリケートされたファイルシステムのリソース階層の作成が成功したこと

を示す情報ボックスが表示されます。レプリケーションを開始し、LifeKeeper 保護

下に入れるために、階層をクラスタ内の別のサーバへ拡張する必要があります。 

Click Next を選択してリソースを拡張するか、現時点ではリソースの拡張を行わな

い場合は Cancel を選択してください。 

Continue をクリックすると LifeKeeper は Pre-extend Wizard へ進みます。リソースを

どのようにして別のサーバへ拡張するかについての詳細は階層の拡張 の手順 2 を参

照してください。 

Data Replication リソース 
このオプションを選択すると NetRAID デバイス(ファイルシステムではありません。)の
みを作成し、デバイスを LifeKeeper の保護下に配置します。このオプションはディスク

またはパーティション上に Data Replication デバイスを作成し、デバイスを LifeKeeper の
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保護下に配置したい場合のみ選択してください。  読み込み可能なミラーを作成するた

めにデバイス上でファイルシステムを手動で作成し、マウントすることが必要です。こ

のリソースタイプに対して空きディスクまたはパーティションが 1 つ必要です。 

1. 以下の情報を入力してください。: 

項目 説明 

Source Disk or 
Partition 

 

ドロップダウン・ボックスに表示されるソース

ディスクまたはパーティションのリストには、

次のものを除いた使用可能なディスクまたはパ

ーティションがリストされます。 
• 現在マウント中 
• スワップタイプディスクまたはパーティ

ション 
• LifeKeeper 保護下のディスクまたはパー

ティション 
ドロップダウンリストにはルートディレクトリ

ディレクトリ (/)、 boot ディレクトリ (/boot)、 
/proc、floppy や cdrom.などの特別なディスクま

たはパーティションも表示されません。 
 
 

2. 共有されていないソースディスクまたはパーティションを選択した場合は以下の画

面が表示されます。  
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3. 共有されている別のソースディスクまたはパーティションを選択する場合は Back を

選択してください。以下の情報を入力して Protection Suite for Linux Multi-Site リソー

スの設定を完了してください。 

 

 
項目 説明 

Data Replication 
Resource Tag 

Data Replication リソース・インスタンスの Data 
Replication リソース・タグ名を選択または入力

してください。 

Bitmap File プルダウンリストからローカルビットマップフ

ァイルのエントリを選択してください。  

リストに表示されるものはビットマップファイ

ルを保持するために使用することが可能な共有

ファイルシステムです。ビットマップはクラス

タのローカルノード間で切り替え可能な共有デ

バイス上に保存する必要があります。 

 

4. Next をクリックしてください。 

5. インフォメーションウィンドウが表示され、手動でファイルシステムを作成し、

NetRAID デバイス(/dev/mdX)を使用する前に NetRAID デバイスをマウントする必要

があると通知します。  

Create をクリックし、 ローカルディスクまたはパーティション上に Data Replication 
デバイスを作成してください。 

6. LifeKeeper は新しいファイルシステム上でリソース作成のための有効なデータが提

供されているかを確認します。Lifekeeper は問題を検知すると、インフォメーション

ボックスにエラーが表示されます。確認に成功するとリソースが作成されます。 

Next をクリックして次へ進んでください。 

 

7 Data Replication リソース・デバイスの作成が成功したことを示す情報ボックスが表

示されます。Data Replication を開始し、バックアップ／ターゲット・サーバ上 で
LifeKeeper 保護下に入れるために、階層をクラスタ内の別のサーバへ拡張する必要

があります。 

Next を選択してリソースを拡張するか、現時点ではリソースの拡張を行わない場合

は Cancel を選択してください。 

Continue をクリックすると LifeKeeper は Pre-extend Wizard へ進みます。リソースを

どのようにして別のサーバへ拡張するかについての詳細は階層の拡張の手順 2 を参

照してください。 
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階層の拡張 

本操作は Edit メニューを選択しプライマリサーバからセカンダリサーバで実施される必

要があります。 または Create Resource Hierarchy オプションを完了すると自動的に起

動します。その場合は下記の手順 2 を参照してください。  

1. Edit メニューで、Resource を選択し、 Extend Resource Hierarchy を選択してくださ

い。Pre-Extend Wizard が表示されます。拡張の操作に慣れていない場合は Next を選

択してください。LifeKeeper Extend Resource Hierarchy のデフォルト に詳しく、入

力/確認の作業 を回避したい場合は、Accept Defaults をクリックしてください。 

2. Pre-Extend Wizard では 以下の情報を入力してください。 

 
注意: Edit メニューから拡張作業を開始した場合のみ 初の 2 つの項目が表示されま

す。 

項目 説明 

Template Server 現在Data Replicationリソース階層がサービス中の

Template Serverを選択してください。 ここで選択する

Template Serverと次のダイアログボックスで選択する

Tag to Extendによって、サービス中（Activeated）のリ

ソース階層が表されることを認識しておくことが大切で

す。  

 選択したテンプレート・サーバでサービス中になってい

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表示され

ます。 

Tag to Extend これは、テンプレート・サーバからターゲット・サーバ

に拡張する Data Replication・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・ボックスには、

テンプレート・サーバ上に作成されているすべてのリソ

ースが表示されます。 

Target Server 拡張するサーバを入力もしくは選択してください。 

Switchback 
Type 

Intelligent switchback の選択が必須です。この設定によ

り、バックアップ・サーバにフェイルオーバ後、管理者

は手動でプライマリーサーバに Multi-Site Cluster 階層リ

ソースのスイッチオーバーを行う必要があります。 

注意: 本リリースの SDR では、Data Replication リソース

の自動スイッチバックをサポートしていません。  さら

に、自動スイッチバックの制約事項は、Multi-Site Cluster 
階層の一部になる他の LifeKeeper リソースにも適用され

ます。階層もしくは階層内の子リソースの上位に存在す
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項目 説明 

るものを含みます。 

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 Data Replication 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

いない値が有効です。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）。 すで

に別のシステムで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。  

注意： この選択画面は階層を初めて拡張するときだけ表

示されます。 

Target Priority [Target Priority]を選択または入力してください。 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

Data Replication 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、

リソースのカスケーディングフェイルオーバ・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. 拡張前処理スクリプトが正常に実行されたことが通知されたら Next をクリックして

ください。 

注意: 拡張される階層によっては、LifeKeeper は複数のインフォメーションボックスを通

してリソース・タグを表示します。一部の情報は変更できません。 

4. Next をクリックし、Extend Resource Hierarchy 構成のタスクに進んでください。 

次のセクションでは Data Replication リソースを他のサーバへ拡張する作業を完了するた

めに必要な手順を説明します。 

1. 拡張前処理のスクリプトが正常に実行されたことが通知された後、以下の情報を入

力してください。: 
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項目 説明 

Mount Point ターゲット・サーバ上でのファイルシステムのマウン

ト・ポイントを入力してください。（このダイアログは

LifeKeeper が保護しないファイルシステムリソースを

Data Replication リソースと一緒に構成していない場合

は、表示されません） 

Root Tag ルート・タグを入力または選択します。これはファイル

システムリソースインスタンスのためのターゲットサー

バ上でのユニークな名前です。（このダイアログは

LifeKeeper がファイルシステムリソースを Data 
Replication リソースと一緒に構成していない場合は、表

示されません） 

Data Replication 
Resource Tag 

Data Replication リソースタグ名を選択または入力してく

ださい。 

Bitmap File 

 
インテント・ログに使用するビットマップファイルを選

択してください。none を選択すると、インテント・ログ

を使用しません。また、再同期が必要な場合には部分同

期ではなく完全同期が行われます。 

2. Next をクリックして次へ進みます。 インフォメーションボックスに拡張が実行され

ていることを通知します。 

3. Data Replication リソース・インスタンスの拡張が成功したことを確認して、finish を

クリックしてください。 

4. Done をクリックし Extend Resources Hierarchy メニューの選択を終了してください。 

注意: 全てのサーバで手動でのスイッチオーバを実行し、新しいインスタ機能するかど

うかを必ず確認してください。詳細についてはリソース階層のテストを参照してくださ

い。この時点でSDRはSDRがソースからターゲットディスクまたはパーティションへデ

ータの再同期を開始します。LifeKeeper GUIデータゲットサーバ上のData Replicationリ
ソースの状態は、“Resyncing”と表示します。再同期が完了すると、その状態が、通常の

スタンバイ状態である“Target”へと変更されます。  

再同期が実行されている間、Data Replication resource, および Data Replication に依存する

どのリソース もフェイルオーバを実行することはできません。これはデータの破損を防

ぐためです。    

ディザスタリカバリシステムへ階層を拡張する 
本操作は ISP ノードから実行するか、もしくは Eidt メニューから複数ノードの作成を行

った場合、もしくは Create Resource Hierarchy オプションが完了すると自動的に開始さ

れます。この場合は下記の手順 2 を参照してください。 
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1. Edit メニューで、Resource を選択し, Extend Resource Hierarchy を選択してくださ

い。 Pre-Extend Wizard が表示されます。 拡張の操作に慣れていない場合は Next を
選択してください。LifeKeeper Extend Resource Hierarchy のデフォルト に詳しく入

力/確認の作業 を回避したい場合は、Accept Defaults をクリックしてください。 

2. Pre-Extend Wizard では以下の情報を入力してください。  
注意: 初の 2 つの項目は Edit メニューから拡張作業を開始した場合にのみ表示さ

れます。 

 
Field Tips 

Target Server 拡張するサーバを入力または選択してください。 

Switchback 
Type 

Intelligent switchback を選択してください。この設定によ

り、バックアップ・サーバにフェイルオーバ後、管理者

は手動でプライマリーサーバに Multi-Site Cluster リソー

スのスイッチオーバーを行う必要があります。 

注意:このリリースの SDR は自動スイッチバックをサポ

ートしていません。さらに自動スイッチバックの制限、

は Multi-Site Cluster リソースの一部になるほかの

LifeKeeper リソースに適用可能です。これは、階層上も

しくは階層内の子リソースも含みます。 

Target Priority Target Priority を選択または入力してください。 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

Data Replication 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。 

Template 
Priority 

Template Priority を選択または入力してください。 これ

はサーバで現在サービス中の Data Replication 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す。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）。 すでに別のシステムで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： この選択画面は階層を初めて拡張するときだけ表

示されます。 
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3. 拡張前処理のチェックに成功したというメッセージを確認した後、Next をクリック

してください。 

 注意: 拡張される階層によっては、LifeKeeper は複数のインフォメーションボックス

を通してリソース・タグを表示します。一部の情報は変更できません。 

4.   Next をクリックし、Extend Resource Hierarchy 構成のタスクに進んでください。 

 

次のセクションでは Data Replication リソースを他のサーバへ拡張する作業を完了する

ために必要な手順を説明します。 

1. 拡張前処理のスクリプトが正常に拡張されたことが通知された後、以下の情報を入

力してください。: 
 

項目 説明 

Mount Point ターゲット・サーバ上でのファイルシステムのマウン

ト・ポイントを入力してください。（このダイアログは

LifeKeeper がファイルシステムリソースを Data 
Replication リソースと一緒に構成していない場合は、表

示されません） 

Root Tag ルート・タグを入力または選択してください。ターゲッ

トサーバ上のファイルシステムリソースインスタンスの

ユニークな名前になります。（このダイアログは

LifeKeeper がファイルシステムリソースを Data 
Replication リソースと一緒に構成していない場合は、表

示されません） 
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項目 説明 

Target Disk or 
Partition 

レプリケートされたファイルシステムを配置するターゲ

ットサーバ上のディスクまたはパーティションを選択し

てください。 

ドロップダウン・ボックスに表示されるディスクまたは

パーティションのリストには、次のものを除いた使用可

能なディスクまたはパーティションがすべてリストされ

ます。 

• 現在マウント中 
• スワップディスクまたはパーティション 
• LifeKeeper 保護下のディスクまたはパーティショ

ン 
 ドロップダウンリストには、特別なディスク

またはパーティション（たとえば、ルート

（/）、ブート（/boot）、/proc、floppy、およ

び cdrom など）も表示されません。 

注：  ターゲットディスクまたはパーティションは、ソ

ースディスクまたはパーティションと同じかそれ以上の

大きさである必要があります。 

Data Replication 
Resource Tag 

Data Replication のリソースタグ名を選択もしくは入力し

てください。 

Bitmap File インテント・ログに使用するビットマップファイルを選

択または編集してください。none を選択すると、インテ

ント・ログを使用しません。また、再同期が必要な場合

には部分同期ではなく完全同期が行われます。 

Replication Path 

 
ターゲット・サーバと指定したサーバのレプリケーショ

ンに使用するローカルおよびリモートＩＰアドレスの組

み合わせを選択してください。IP アドレスの組み合わせ

は、同じサーバ上で定義されたコミュニケーション・パ

スとして設定された経路から選択可能です。Data 
Replication の性質上、プライベート・ネットワーク

(dedicated)を選択することを推奨します。  

Data Replication がすでに一つまたは複数のターゲット・

サーバに拡張済みの場合、新規サーバへの拡張を追加で

実行すると、既存ターゲット・サーバと新規サーバ間の

Replication Path 設定プロンプトが、繰り返し表示される

ことになります。 

 LifeKeeper for Linux 
 67 



 

項目 説明 

Replication 
Type 

一組のサーバ間でのレプリケーションの種類を

“同期”または”非同期”で選択してください。  

Replication Path 設定フィールドと同様に、 Data 
Replication がすでに一つまたは複数のターゲット・サー

バに拡張済みの場合、新規サーバへの拡張を追加で実行

すると、既存ターゲット・サーバと新規サーバ間の

Replication Type 設定プロンプトが、繰り返し表示される

ことになります。 

 

2. Next を選択して次へ進んでください。インフォメーションボックスが表示され、拡

張の実行を確認してください。 

3. Finish をクリックし、Data Replication リソースインスタンスの拡張に成功したこと

を確認してください。 

4. Done をクリックし Extend Resources Hierarchy メニューの選択を終了してください。 

 

IP リソースに対するリストアおよびリカバリ設定 
 

本設定を完了させるために、IP リソースに対するリストアおよびリカバリの設定を

Disable にする必要があります。このオプションは「properties pane」に表示されます。

IP リソースの「 properties pane」が開く場合、もしくは、 IP リソースのプロパティが表

示されている場合は、この設定は 3 つのオプションボタンのうちのひとつになります。 
このオプションに関する詳細は IP Recovery Kit 管理ガイドを参照してください。 

 

注意:   全てのサーバで手動でのスイッチオーバを実行し、新しいインスタンスが機能す

るかどうかを必ず確認してください。詳細については「リソース階層のテスト」を参照

してください。一旦ディザスタリカバリノードへの拡張が完了するとSDRがソースから

ターゲットディスクまたはパーティションへデータの再同期を開始します。LifeKeeper 
GUIデータゲットサーバ上のData Replicationリソースの状態は、“Resyncing”と表示しま

す。再同期が完了すると、その状態が、通常スタンバイ状態である“Target”へと変更さ

れます。  

再同期が実行されている間、Data Replication resource, および Data Replication に依存する

どのリソース もフェイルオーバを実行することはできません。これはデータの破損を防

ぐためです。 

confirm failover flag を設定していない場合は、必ず設定してください。この手順に関す

る詳細については本ドキュメントの Confirm Failover および Block Resource Failover
の設定のセクションを参照してください。 
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トラブルシューティング 

以下の表は発生しうるエラーおよび説明です。 

エラーメッセージの例 説明 
ERROR 104108: The disk containing /dev/sde2, 
protected by resource disk6485, is already in use by 
another protected LifeKeeper hierarchy. Died at 
/opt/LifeKeeper/lkadm/subsys/scsi/disrec/bin/create line 
107. 

Mon Oct 27 16:01:28 EDT 2008 create: ERROR 104103: 
Cannot create a new disaster-recovery resource 
instance. Died at 
/opt/LifeKeeper/lkadmin/subsys/scsi/netraid/bin/create 
line 184. 

本メッセージは Linux Multi-Site Cluster リソ

ースをユニークな LUN 上で保護しない場合

に表示されます。 
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マルチサイトクラスタ環境へのマイグレーション 
SteelEye のマルチサイトマイグレーション機能は、Protection Suite for Linux Multi-Site 製
品に含まれて提供されます。この追加機能により、既存の SteelEye の Linux 版

LifeKeeper 環境をマルチサイトクラスタ環境へ移動させることが可能となります。マイ

グレーション処理は階層のダウンタイムを 小限におさえつつ、選択された共有ファイ

ルシステムリソースを安全にマイグレーションおよびレプリケートします。 

以下は既存のファイルシステムからマルチサイトリソースを作成する場合のいくつかの

重要事項についての記述です。: 

o マルチサイトのマイグレーション処理では、NETRAID デバイス上で、ファ

イルシステムの作成および再マウント処理を実行する間、ファイルシステム

をアンマウントします。 

o このファイルシステムに依存するすべてのアプリケーションをリソース作成

中に停止する必要があります。この操作はマイグレーション処理が実行する

ので管理者が操作する必要はありません。 

o 以下のリソースタイプを含む階層は、マルチサイトのマイグレーション機能

を使用してマイグレーションを実行することはできません。– NAS 
(scsi/netstorage), DRBD (scsi/drbd), SDR (scsi/netraid) および マルチサイトクラ

スタリソース (scsi/disrec). 

 

要件 

マイグレーション処理を実行する前に、 システムが本ドキュメントの SDR のインスト

ールのセクションで説明されている用件を満たしていることを確認してください。SDR
のインストールのセクションで説明されている一般的な SDR の要件に加えて、クラス

タ内の各サーバに Novell 社の SLES 11、SLES 10 もしくは Red Hat Enterprise Linux 5 がイ

ンストールされていることが重要です。これらの OS は共有ストレージを使用している

必要があります。1 つのサーバはプライマリとして、プライマリサイトに配置されます。

3 つ目のサーバはリモートでディザスタリカバリサイトに配置されます。  

プライマリノードおよび別の共有ストレージノードに Protection Suite for Linux Multi-Site
をインストール したら、マイグレーション機能を利用するための追加のインストールお

よび設定作業はありません。 
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開始する前に 

以下の画像は、マイグレーションを実行する前のファイルシステムリソースを表示して

います。. 

 

 
 

マイグレーションの実行 

マイグレーションを設定および実行するためには 3 つの方法があります。: 

• LifeKeeper GUI のツールバーからマーグレートアイコン を選択し、マイグレー

ションするリソースを選択してください。. 

• ファイルシステムリソースを選択し、右クリックしてから Migrate Hierarchy to Multi-
Site Cluster を表示してください。  
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• ファイルシステムリソースを選択し、プロパティパネルツールバーからマイグレー

ションアイコンを選択してください。. 

 

 
 

グローバルツールバーアイコンからマイグレーションを開始した場合は、以下のダイア

ログが表示されます。 
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1. マイグレーションする階層が存在する、起動中のサーバを選択してください。Next
をクリックしてください。 
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2. マイグレーションされるルート階層タグを選択し、Next をクリックしてください。 
ルートタグはファイルシステム、もしくはその他のアプリケーションリソースにな

ります。(非ファイルシステムリソースにに対して)選択されたタグは、リソースに

依存するファイルシステムを含んでいる必要があります。 

 

LifeKeeper GUI でファイルシステムを選択し、ポップアップウィンドウもしくはプロパティ

パネルのマイグレーションアイコンから Migrate Hierarchy to Multi-Site Cluster を選択した

場合は、以下の初期化画面が表示されます。 
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3. Continue ボタンが有効になっている場合は Continue をクリックしてください。以下

のビットマップダイアログが表示されます。 
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4. 中のファイルシステムのビットマップファイルを選択してください。Next をクリックして

ください。 
 
重要: 一旦 Next をクリックすると、このファイルシステムリソースに対するビットマップファ

イルの選択はできなくなります。 
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5. マイグレーションされている階層内の 2 番目のファイルシステムの 2 番目のファイ

ルシステムを選択してください。前回のダイアログボックスでの 初のビットマッ

プファイルを選択した後、追加のファイルシステムタグが表示されるのでユーザは

各追加のファイルシステムタグに対して一意のビットマップファイルを入力するこ

とが可能です。 
 
注意: この画面はマイグレーションされるファイルシステムが 1 つの場合は表示され

ません。また、2 つ以上のファイルシステムがマイグレーションされる場合はこの

画面に類似した複数の画面が存在します。 

6. Next を選択すると,、以下の画面に類似したサマリー画面が表示されます。  
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7. このサマリー画面は、マイグレーション操作中に決定したすべての設定情報が表示され

ます。一旦 Migrate を選択すると、次の画面が表示されます。 
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8. マイグレーションの状態がウィンドウに表示されます。Finish ボタンが有効になったら、

Finish をクリックしてください。 
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マイグレーションの完了 

次の画面はマルチサイトのマイグレーションが完了した後のファイルシステムリソースの一例

です。この時点で、階層を非共有ノード(megavolt)へ拡張することが可能になります。  
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用語の解説 

非同期ミラー  
ミラーリングの種類です。プライマリーシステムでのローカルソースデバイスへの書き

込みが、バックアップシステムのターゲットデバイスへの伝送時にキューに置かれます。

データがターゲットシステムに到達するより前に OS に対して終了の応答が返されます。 

バックアップシステム・サーバ  
代替、予備、セカンダリシステム・サーバの類似語です。Data Replication 環境では、プ

ライマリーシステムに障害が発生しない限り、ターゲットデバイスが配置されます。 

インテント・ログ 
ターゲット－ソースデバイス間での未同期データブロックを指し示すビットマップです。

インテント・ログにより、障害時に完全再同期の実行を回避することができます。 

MD 
md は Linux カーネルのマルチプル・ディスク・ドライバです。ソフトウェア RAID マネ

ージャで複数の RAID レベルを提供します。SDR は NBD とともに md raid1 を使用し、

共有ストレージの代替としてネットワークレプリケーションを提供します。 

mdadm (マルチプル・デバイス・アドミン) は raid マネジメントパッケージです。 
 

ミラー 

プライマリー側のディスクまたはパーティションはコンテンツを同期化し、ネットワー

ク経由でバックアップ・サーバ側のディスクまたはパーティションを一致させます。  

ミラーステータス 
ミラーの現在の状態です。ステータスの種類には Fully operational（実行中）, Paused(一
時停止中) 、Resyncing(再同期中)および Out Of Sync (中断) があります。ミラーステータ

スは Data Replication リソースのリソース・プロパティ・ダイアログで確認できます。 

NetRAID デバイス 
md raid1 デバイスとして生成された Data Replication・デバイスです。ローカル・ディス

クまたはパーティションとネットワークブロックデバイス(NBD)を含みます。  

ネットワーク・ブロック・デバイス 
Linux カーネルのデバイスドライバです。これにより Linux はリモートサーバ上のディ

スクをローカル・ブロック・デバイスとして扱います。  
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プライマリーシステム・サーバ 
LifeKeeper 構成の中でリソースにとって も高いプライオリティを設定されたサーバの

名前です。Data Replication 環境では、ソースデバイスがプライマリーシステムに生成さ

れます。クライアントは障害が発生しない限り、プライマリーに読み取り･書き込みを

実行します。 

レプリケーション 
ソースデバイスからターゲットデバイスにネットワーク経由でミラーリングすることを

いいます。 

再同期（Resync） 
SteelEye Data Replication のソース－ターゲットデバイス間のミラー化データの同期プロ

セスです。このプロセスは、ミラー作成時、一時停止後、ソース－ターゲット間の接続

が遮断された場合に実行されます。再同期は完全同期と部分同期の 2 種類があります。

完全再同期は Data Replication 作成時、フェイルオーバ発生時に実行されます。(2.6.18 以
前のカーネル) 。2.6.19 以降のカーネルまたは RedHat Enterprise Linux 5.4 カーネル 
2.6.18-164 以降(またはサポート対象の RedHat 5.4 以降の派生ディストリビューション)
は、フェイルオーバ後に、部分同期が実行されます。インテント・ログが定義されてい

る場合は、必要に応じて部分再同期が行われます。 

ソース 
Data Replication（ミラーリング）環境でソースデバイスはプライマリーサーバ上に置か

れます。 クライアントは読み取りおよび書き込みをソースに対してのみ実行し、書き込

みはネットワーク経由でバックアップ・サーバ上のターゲットデバイスにレプリケート

されます。 

同期ミラーリング 
ミラーリングの種類で、書き込みがソースとターゲットの両デバイスで終了してはじめ

て応答が返されます。  

ターゲット 
Data Replication（ミラーリング）環境データゲットデバイスはバックアップ・サーバ上

に置かれます。書き込みはソースデバイスからネットワーク経由でレプリケートされま

す。  
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付録 A 完全再同期の回避 
WAN リンク越しに大量のデータをレプリケートする場合、ネットワーク帯域幅および

時間を大量に消費する完全再同期は避けたいものです。新しいカーネルでは、SDR がビ

ットマップの技術を使用して完全再同期を回避することが可能です。しかしながら、ミ

ラーを 初にセットアップした発生する完全再同期は既存データをレプリケートする際

に回避することはできません。 (全く新規のデータに対しては SDR は完全再同期を実行

しないので、下記の手順は必要ありません。) 

既存のデータをレプリケートする場合の完全再同期を回避するにはいくつかの方法があ

ります。以下の 2 つの推奨される方法を記載します。 

方法 1 

一番目の方法は raw ディスクイメージを取得し、ターゲットサイトへ移動させる方法で

す。この方法は、データがターゲットシステムへ送信される間もミラーはソース上でア

クティブになるので、ダウンタイムを 小限に抑えることが可能です。 

手順 
 

1. ミラーを作成 (Replicate Existing Filesystem を選択)しますが、ターゲットシステム

へ拡張しないでください。 
 

2. ミラーを停止してください。 
 

3. ソースディスクまたはパーティションのイメージを取得してください。例えば、

選択したディスクまたはパーティションが /dev/sda1 の場合: 

root@source# dd if=/dev/sda1 of=/tmp/sdr_disk.img bs=65536 

(ブロックサイズの引数 65536 は、単なる効率です。) 

ディスクまたはパーティションのディスクイメージを含むファイルを作成します。  

ファイルの代わりに、ハードドライブもしくは他のストレージデバイスを使用す

ることも可能です。 
 

4. オプションの手順 – ソースディスクまたはパーティションのチェックサムを実行

してください。:  
 
root@source# md5sum /dev/sda1 
 

5. オプションの手順 – ディスクイメージファイルを圧縮してください。:  

root@source# gzip /tmp/sdr_disk.img 
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6. ビットマップをクリアしてください。例: 

root@source# /opt/LifeKeeper/bin/bitmap -c 
/opt/LifeKeeper/bitmap_sdr 

 

7. ミラーおよび従属のファイルシステムとアプリケーション(もし、あるなら)を起動し

てください。ビットマップファイルは、データがターゲットシステムへ転送される

間、どんな変更も記録します。 

 

8. 適当な転送方法で、ディスクイメージをターゲットシステムへ転送してください。 

 

9. オプションの手順 – ターゲットシステム上でディスクイメージファイルを展開して

ください。: 

 root@target# gunzip /tmp/sdr_disk.img.gz 

 

10. オプションの手順 – 手順 4 で行ったオリジナルのチェックサムがイメージファイル

のチェックサムと一致することを確認してください。: 

 root@target# md5sum /tmp/sdr_disk.img 
 

11. イメージをターゲットディスクへ転送してください。例： /dev/sda2: 

root@target# dd if=/tmp/sdr_disk.img of=/dev/sda2 bs=65536 

 

12. 両システムの /etc/default/LifeKeeper を LKDR_NOFULL_SYNC=1 に設定してくださ

い。: 

root@source# echo 'LKDR_NO_FULL_SYNC=1' >>/etc/default/LifeKeeper 

root@target# echo 'LKDR_NO_FULL_SYNC=1' >> 
/etc/default/LifeKeeper 

 

13. ミラーをターゲットシステムへ拡張してください。部分再同期が発生します。 

方法 2 

この方法は、ターゲットが容易に移動することができる状態、もしくはターゲットシス

テムがすでにシステムが設定された時にソースサイトにある場合に有効です。この方法

は一時的にネットワークルートを修正し、 後の WAN ミラーを LAN ミラーに変更す

るので、より早いローカルネットワークを介して完全再同期を実行することができます。

次の例では、ソースサイトがサブネット 10.10.10.0/24 上にあり、ターゲットサイトがサ

ブネット 10.10.20.0/24 上にあると仮定しています。ソースシステムおよびターゲットシ

ステム上に一時的にスタティックルートをセットアップすることにより、"WAN" トラ
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フィックがローカルのイーサーネット接続もしくはループバックケーブルを介して、あ

るサーバから別のサーバへ直接接続できるようにします。 

手順 
 

1. ソースサイトでシステムをインストールおよび設定してください。 

2. スタティックルートを追加してください。: 

 root@source# route add -net 10.10.20.0/24 dev eth0 

 root@target# route add -net 10.10.10.0/24 dev eth0 

 

現在システムは LAN を介してそれぞれが通信できる状態であることが必要です。 

3. LifeKeeper で通信パスを作成してください。 

4. ミラーを作成しターゲットへ拡張してください。完全再同期が発生します。 

5. ミラーを一時停止してください。ミラーが再開されるまで変更された部分がビッ

トマップファイルに記録されていきます。 

6. スタティックルートを削除してください。: 

root@source# route del -net 10.10.20.0/24 

root@target# route del -net 10.10.10.0/24 
 

7. ターゲットシステムをシャットダウンし、ターゲットシステムを恒久的な場所へ

移動させてください。 

8. ターゲットシステムを起動し、ソースと接続できることを確認してください。 

9. ミラーを再開してください。部分再同期が発生します。 
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