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Chapter 1: はじめに

MySQL Recovery Kit のドキュメンテーション

SteelEye Protection Suite for Linux MySQLRecovery Kitを使用すると、MySQLのリソースとデータ

ベースのためのLifeKeeperの障害回復保護機能を簡単に追加できます。これにより、プライマリデータ

ベースサーバで障害が発生しても、わずかな時間で人手を介さずに指定されたバックアップサーバにて

復旧することができます。

SteelEye Protection Suiteのドキュメンテーション

以下のSPS製品ドキュメンテーションをSIOS Technology Corpから取得可能です。

l SPS for Linux リリースノート

l SPS for Linuxテクニカルドキュメンテーション (LifeKeeper GUIの [Help]メニューか

らもアクセス可能 )

本ドキュメンテーションおよびオプションのリカバリキットに関連するドキュメンテーションはSIOSテク

ニカルドキュメンテーションのWebサイトで入手可能です。

MySQLのドキュメンテーション

以下はMySQLアプリケーションおよびMySQLRecovery Kitに関連する参考ドキュメントの一

覧です。

l MySQLReferenceManual

l MySQL, Paul DuDois, New Riders Publishing, 2000, 2008

l My SQL& mSQL, Randy Jay Yarger, George Reese, and Tim King, O’Reilly &
Associates, Inc. 1999

l SQL in a Nutshell, Kevin Kline with Daniel Kline, Ph.D., O’Reilly & Associates,
Inc. 2000, 2004, 2008

要件

キットのハードウェア / ソフトウェア要件

リカバリソフトウェアをインストールおよびセットアップするには、サーバが一定のハードウェア / ソフトウェア要

件を満たしている必要があります。LifeKeeper MySQLRecovery Kitの具体的なインストール /アンイン

ストール方法については、 SPS for Linuxテクニカルドキュメンテーションを参照してください。

以下の要件を満たしていることを確認してください。
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キットのハードウェア / ソフトウェア要件

l サーバ。Recovery Kitには、要件に従って設定された、LifeKeeperによりサポートされているコン

ピュータが2台以上必要です。LifeKeeperの要件は、 SPS for Linuxテクニカルドキュメンテーシ

ョン、およびSPS for Linux リリースノートに記載されています。

l LifeKeeper ソフトウェア。各サーバに同じバージョンのLifeKeeperソフトウェアとパッチをインストー

ルする必要があります。特定のLifeKeeper要件については、 SPS for Linuxテクニカルドキュメン

テーション、およびSPS for Linux リリースノート を参照してください。

l LifeKeeper IP Recovery Kit。リモートクライアントがMySQLデータベースにアクセスする場合

に、このキットが必要になります。同じバージョンのRecovery Kitを各サーバにインストールする必

要があります。

l IP ネットワークインターフェース。各サーバは、イーサーネット TCP/IPをサポートするネットワークイ

ンターフェースを 1つ以上必要とします。 IPスイッチオーバが正しく動作するには、ローカルネット

ワークに接続されているユーザシステムが標準のTCP/IP仕様に準拠している必要があります。

注記 :各サーバが必要とするネットワークインターフェースが1つだけであっても、heterogeneousな
要件、スループット要件、単一障害点の排除、ネットワークのセグメンテーションといった多くの理

由のために、複数のインターフェースを使用すべきです。

l TCP/IP ソフトウェア。各サーバは TCP/IPソフトウェアも必要とします。

l MySQL ソフトウェア。各サーバは、LifeKeeperとLifeKeeper MySQLRecovery Kitの設定に先

だってMySQLソフトウェアをインストールして設定しておく必要があります。各サーバには同じ

バージョンをインストールする必要があります。最新リリースの互換性および発注情報について

は、 SPS for Linux リリースノート を参照するか、販売担当者にお問い合わせください。
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Chapter 2: 設定上の考慮事項

本セクションでは、典型的な LifeKeeper MySQL設定の定義および例と、MySQLの設定を開始する

前に検討すべき情報について説明します。

LifeKeeper Coreリソース階層の設定方法については、SPS for Linuxテクニカルドキュメンテーションのリ

ソース階層 セクションを参照してください。

アクティブ / アクティブ設定

アクティブ /アクティブ設定は、異なるデータベースインスタンスを実行し、互いにバックアップの役割を果

たす2台以上のサーバで構成されます。各データベースインスタンスは、別々の共有物理ディスク上に

置かれていなければなりません。複数のMySQLデーターベースインスタンス (同じバージョンもしくは異

なるバージョン)をサポートする LifeKeeperの設定のために、SIOSではmysqldグループ機能をサポート

するバージョンのMySQLを使用することを推奨しています。これらの設定ではmy.cnf設定ファイルは

/etcに存在します。mysqldグループ機能をサポートしないバージョンのMySQLでは、my.cnf設定ファ

イルは各データベースインスタンスの共有ファイルシステムのMySQLデータディレクトリに存在している必

要があります(例 :下記図 2では /shr1/mysqlおよび /shr2/mysql)。

図 2.アクティブ / アクティブ設定、例 2
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アクティブ /アクティブ設定

設定に関する注記 :

l 各サーバは異なる共有ディスク上にある異なるMySQLデータディレクトリ(データベースインスタン

スdatabase A とdatabase Bを含む)を使用します。

l MySQLデータディレクトリへのパスは、サーバ上に定義されているインスタンスごとに異なります。

l my.cnf設定ファイルは /etcに配置され、各データベースインスタンスのmysqldグループセクショ

ンを含んでいます。各セクションはデータベースインスタンスに対する一意のMySQLデータディレ

クトリ、ポート、ソケットを定義します。   my.cnf設定ファイルはクラスタの全ノードで常に同一の

内容であることに留意してください。mysqldグループをサポートしないバージョンのMySQLが起

動しているシステムでは、各データベースインスタンスに対するmy.cnf設定ファイルは共有ドライ

ブ上のデータディレクトリに配置されています。各設定ファイルはデータベースインスタンスに対す

る一意のMySQLデータディレクトリ、ポート、ソケット定義を定義します。

l MySQL実行ファイルは各サーバのローカルドライブの /usr/binにあります。

l 最初は、Server 1で databaseAが、Server 2で databaseBが稼動します。スイッチオーバが発

生した場合は、1台のサーバで両方のデータベースが稼動できます。

Server 1での 1つ目のリソース階層の作成

サーバ: Server1

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /usr/bin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance1

1つ目のリソース階層の Server 2への拡張

テンプレートサーバ: Server1

拡張するタグ: mysql-shared.example.instance1

ターゲットサーバ: Server2

ターゲットの優先順位 : 10

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /usr/bin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance1

Server 2での 2つ目のリソース階層の作成 :

サーバ: Server2

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /usr/bin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance2

4 設定上の考慮事項



アクティブ /アクティブ設定

2つ目のリソース階層の Server 1への拡張 :

テンプレートサーバ: Server2

拡張するタグ: mysql-shared.example.instance2

ターゲットサーバ: Server1

ターゲットの優先順位 : 10

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /usr/bin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance2

図 3.アクティブ / アクティブ設定、例 2

設定に関する注意 :

l 各サーバは異なる共有ディスク上にある異なるMySQLデータディレクトリ(データベースインスタン

スdatabase A とdatabase Bを含む)を使用します。

l MySQLデータディレクトリへのパスは、サーバ上に定義されているデータベースインスタンスごとに

異なります。

l my.cnf設定ファイルは/etcに配置され、各データベースインスタンスのmysqldグループセクション

を含んでいます。各セクションはデータベースインスタンスに対する一意のMySQLデータディレクト

リ、ポート、ソケットを定義します。    my.cnf設定ファイルはクラスタの全ノードで常に同一の内

容であることを留意してください。mysqldグループをサポートしないバージョンのMySQLが起動
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アクティブ /アクティブ設定

しているシステムでは、各データベースインスタンスに対するmy.cnf設定ファイルがデータベース

のデータディレクトリの共有ドライブ上に配置されています。各設定ファイルはデータベースインス

タンスに対する一意のMySQLデータディレクトリ、ポート、ソケットを定義します。

l データディレクトリを含む共有ディスクのそれぞれにMySQL実行可能ファイルのコピーがありま

す。

l 最初は、Server 1で databaseAが、Server 2で databaseBが稼動します。スイッチオーバが発

生した場合は、1台のサーバで両方のデータベースが稼動します。

Server 1での 1つ目のリソース階層の作成

サーバ: Server1

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /shr1/mysqlbin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance1

1つ目のリソース階層の Server 2への拡張 :

テンプレートサーバ: Server1

拡張するタグ: mysql-shared.example.instance1

ターゲットサーバ: Server2

ターゲットの優先順位 : 10

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /shr1/mysqlbin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance1

Server 2での 2つ目のリソース階層の作成 :

サーバ: Server2

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /shr2/mysqlbin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance2

2つ目のリソース階層の Server 1への拡張

テンプレートサーバ: Server2

拡張するタグ: mysql-shared.example.instance2

ターゲットサーバ: Server1

6 設定上の考慮事項



アクティブ /スタンバイ設定

ターゲットの優先順位 : 10

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /shr2/mysqlbin

データベースタグ: mysql-shared.example.instance2

アクティブ / スタンバイ設定

本セクションでは、アクティブ /スタンバイ設定の例を示します。この設定では、Server 1がデータベースに

排他的にアクセスしているため、Server 1がアクティブであると見なされます。Server 2は別の処理を実

行します。Server 1に障害が発生すると、Server 2がデータベースにアクセス可能になり、LifeKeeperは
データベース操作を再確立します。

図1.アクティブ / スタンバイ設定、例 1

設定に関する注記 :

l どちらのサーバも共有ディスク上のMySQLデータディレクトリ(データベースdatabaseAが格納さ

れている)を使用します。

l MySQLデータディレクトリへのパスはどちらのサーバでも同じです。

l my.cnf設定ファイルはローカルディスクの /etcにあります。

l MySQL実行ファイルは各サーバのローカルドライブの /usr/binにあります。

l Server 2は、Server 1がアクティブである間は、共有ディスク上のファイルとディレクトリにアクセス

できません。

Server 1でのリソース階層の作成  
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クライアント設定の考慮事項

サーバ: Server1

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /usr/bin

データベースタグ: mysql-on-server1

リソース階層の Server 2への拡張

テンプレートサーバ: Server1

拡張するタグ: mysql-on-server1

ターゲットサーバ: Server2

ターゲットの優先順位 : 10

my.cnf ファイルがあるディレクトリ: /etc

MySQL実行可能ファイルがあるディレクトリ: /usr/bin

データベースタグ: mysql-on-server2

クライアント設定の考慮事項

MySQLデータベースクライアントを設定する上で、次のような考慮事項があります。

l クライアントがリモートホストから接続する場合、クライアントが接続に使用する LifeKeeper保護

下の IPアドレスを 1つ作成します。

l クライアントは、LifeKeeperが保護する IPアドレス経由でデータベースサーバに接続するよう設

定する必要があります。

l クライアントがドメイン名を使用して接続する場合は、各クライアントのhosts ファイル内に保護

する IPアドレスのエントリを作成するか、DNS内に名前を設定します。クラスタ内のすべてのクラ

イアントおよびすべてのLifeKeeperサーバから pingを実行して、保護する IPアドレスをテストし

ます。

l 各ユーザは、それぞれのマシンのホームディレクトリにmy.cnf ファイルを持つことができますが、L-
ifeKeeperは /etcディレクトリまたはデータディレクトリにあるmy.cnf ファイルのみを使用しま

す。my.cnf ファイルにはクライアント接続情報 (つまり、ポート、ソケット ID、ユーザ、パスワード )が
格納されています。

MySQL の設定上の考慮事項

LifeKeeper MySQL環境に関して、次のような特有の考慮事項について検討する必要があります。

プライマリサーバとバックアップサーバでMySQLデータベースサービスを運用するには、ファイルシステムと

ディスクパーティションが各サーバからアクセスできなければなりません。MySQLRecovery Kitの設定を

開始する前に、必ず次の準備手順を終了し、各サーバ上のデータベースをテストして稼働させる必要

があります。以下の手順では、ユーザ「mysql」はMySQLサーバを開始するオペレーティングシステム

ユーザを表します。

8 設定上の考慮事項



MySQLの設定上の考慮事項

1. すべてのサーバにMySQLサーバとクライアントコンポーネントをインストールします。必ず、すべて

のサーバで同じバーションのMySQLクライアントコンポーネントとサーバコンポーネントが稼働する

ようにします。MySQL実行可能ファイルは、ローカルまたは共有ドライブ上に置くことができま

す。

2. LifeKeeperが保護するMySQLデータベースサーバを稼働させたいソケットおよび /またはポート

上でmysqldが稼働しているサーバがあれば、mysqladmin コマンドを使用して各 MySQL
サーバを停止します。

3. MySQLデータディレクトリの内容を共有の場所に移動します。デフォルトで、MySQLデータディ

レクトリはローカルドライブにインストールされます。この場所は、ディストリビューションのメカニズム

によって異なります。バイナリRPMは、データディレクトリを /var/lib/mysqlにインストールします(
必ず内容のみを移動して、ディレクトリはそのまま残してください。これにより、MySQLデータベー

スサーバが必要に応じてこのディレクトリ内にログを書き込むことができます。ステップ 4で説明さ

れている「mysql」ユーザが、この場所にログを書き込む権限を持っていることを確認します)。

4. インストール処理で Linuxユーザ「mysql」が作成されなかった場合は、このユーザを作成しま

す。セキュリティ上の理由から、MySQLサーバを「root」として実行しないでください(セキュリティ問

題の詳細については、『MySQLAdministration Guide』を参照してください)。必ず、「mysql」
ユーザのみがデータベースディレクトリへの読み取り/書き込み権限を持つようにします。「mysql」
ユーザおよびグループはすべてのサーバ上に作成する必要があります。ユーザ ID とグループ ID
は、すべてのサーバで同じでなければなりません。

5. 重要 :/etc/rc.d/init.d/mysqlによって開始されるサーバは、LifeKeeperの保護下には入れませ

ん。さらに、このサーバは LifeKeeperの保護下にあるサーバと同じポート番号またはソケットを使

用できません。

6. ソケットを共有ディスク上のデータディレクトリに書き込むことを推奨します。ソケットをローカルディ

スクに書き込む場合、階層が存在するすべてのLifeKeeperサーバ上の同じパスに存在すること

を確認します。「mysql」ユーザが、この場所にソケットを書き込む権限を持っていることを確認し

ます。

7. 設定に適したmysqlデーモンスタートアップコマンドを使用してMySQLサーバを開始しま

す。my.cnf ファイルで単一インスタンスを定義している設定の場合は、以下のコマンドを使用し

てください。
<start command> --user=mysql --socket=<socket> --port<port

number>

--datadir=<path to the data directory> --log &

<start command>は、mysqlバージョン 3.xでは safe_mysqld、バージョン 4.xでは mysqld_

safeです。

my.cnf ファイルでmysqldグループを使用した設定の場合は、以下のコマンドを使用してくださ

い。

mysqld_multi start <group number>

<group number>はmysqldグループのmy.cnf ファイルで定義したインスタンス番号を表していま

す。LifeKeeperでmysqldグループを使用する際の詳細については、LifeKeeperで
mysqldGroupを使用するを参照してください。
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8. 「mysql」という名前でMySQLデータベースユーザを作成します。このユーザにパスワードを指定

し、「shutdown」権限を付与します。これは、1台のサーバ上でのみ行います(ユーザの作成と権

限付与の詳細については、『MySQLAdministration Guide』を参照してください)。

9. サンプル設定ファイルmy.cnfを必要な場所 (/etc もしくは /<datadir>)にコピーします。このファイ

ルには、データベースサーバ用とクライアントプログラム用のオプションが含まれています。

ファイルは、MySQLデータディレクトリまたは /etcディレクトリのどちらかに置くことが可能で

す。 /etc/my.cnf ファイルにはグローバルオプションが含まれます。マシン上で常に 1つのデータベー

スのみが稼働する場合 (つまりアクティブ /スタンバイ設定 )、もしくはmysqldグループ機能を使用

している場合は /etcにmy.cnf ファイルを置きます。(LifeKeeperでmysqldグループを使用する

を参照してください。)ファイルが /etcにある場合、そのファイルを各 LifeKeeperバックアップサーバ

にコピーする必要があります。データディレクトリ内のmy.cnf ファイルには、サーバ固有のオプショ

ンが含まれている必要があります。複数サーバおよびアクティブ /アクティブ設定の場合、mysqld
グループ機能を使用しない限りはこのファイルをリソースインスタンスごとにデータディレクトリに格

納する必要があります。(LifeKeeperでmysqldグループを使用するを参照してください。)

注記 :サーバ固有のオプションを含むmy.cnf ファイルは /etcディレクトリと /<datadir>ディレクトリ

の両方に存在してはいけません。もし、サーバ固有のオプションを含むmy.cnf ファイルが /etcデ
ィレクトリに存在し、同時に、保護されたmy.cnf ファイルが /<datadir>にインストールされている

場合、コンフリクトの原因となる場合があります。詳細はMySQLのドキュメントのグローバルオプ

ションとサーバ固有のオプションの設定を参照してください。

以下のエントリを追加または編集します。

a. ファイルの「client」セクションに、接続に使用するユーザとパスワードを指定します。
[client]

user =clientuser

password =password

.

.

.

b. ファイルの「mysqld」セクションには、接続に使用するソケットとポートを、mysqldプロセスに対す

る pidファイルの場所とともに指定します。ユーザ変数では、mysqldプロセスを開始するオペレー

ティングシステムユーザを指定します。
[mysqld]

socket =/home1/test/mysql/mysql.sock

port =3307

pid-file =/home1/test/mysql/mysqld.pid

user =osuser

注記 :このファイルが正しく保護され、ユーザ「mysql」によって所有されていることを確認し

ます。

注記 :MySQL階層を作成した後、my.cnf ファイル内の情報を変更する必要がある場

合は、変更を加える前に階層を out-of-service (つまりOSU状態 )にしてmysqlサーバ

インスタンスを停止します。  

注記 :上記のmy.cnf設定の例は、単一のデータベースインスタンスmysqldについて説

明しています。mysqldグループを使用した設定例については LifeKeeperでmysqldグ
ループを使用するを参照してください。
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設定例

設定例

本セクションの例は、MySQLデータベースインスタンスの設定方法を示しています。各図は、設定の種

類とMySQLパラメータの関係を示しています。また、各設定は、本書で説明している設定の規則と

要件に従って、MySQL設定とLifeKeeperソフトウェアとの互換性を確保しています。

本セクションでは、設定の要件を説明し、次にそれぞれの設定例を示します。

l アクティブ /スタンバイ

l アクティブ /アクティブ

本セクションに挙げたものは可能な設定の例にすぎませんが、これらの設定を理解し、設定規則に従

うことにより、使用するコンピューティング環境で実現可能なソリューションを明確にし設定する際に役

立ちます。

設定の要件

例 1 -アクティブ /スタンバイ設定

例 2 -アクティブ /アクティブ設定

設定の要件

それぞれの例では、1つまたは 2つのデータベースインスタンス (databaseA、databaseB)が使用されて

います。データベースタグ名は、これらのデータベースインスタンスを LifeKeeperに記述するための任意の

名前です。分かりやすい名前を指定することをお勧めします。mysqldグループを使用した設定の

LifeKeeperが提示するデフォルトのタグ名はmysqlまたはmysql<group number>です (LifeKeeperで
mysqldグループを使用するを参照 )。設定例を理解するには、次のような設定要件を留意してくださ

い。

l LifeKeeper 階層。LifeKeeperの管理を実行するときに、主要な階層は、管理するサーバ上に

作成されている階層を参照します。設定の表については、最初の管理画面で入力される情

報は Server 1の観点からのものです。2番目の画面が表示されると、2台目のサーバを管理す

るときに作成される階層を参照します。設定例では、2台目のサーバは Server 2です。

l 1台のサーバによってロックされる共有ディスク。LifeKeeperを使用するとき、LifeKeeperの保護

下にある共有ストレージリソースは、1台のサーバが使用するためにリザーブしています。これは

SCSI リザベーションを使用して行われます。共有デバイスがディスクアレイの場合、LUN全体が

リザーブされます。共有デバイスがディスクの場合は、ディスク全体がリザーブされます。こうするこ

とで、クラスタ内の他のサーバが不用意にデータを破壊してしまうことを避けられます。サーバに障

害が発生すると、優先順位が最も高いバックアップサーバがそれまでのリザベーションを解除して

新たにリザベーションを行い、他のサーバをすべてロックします。

l 共有ディスク上のデータディレクトリ。LifeKeeper MySQLRecovery Kitが正しく機能するために

は、データベースインスタンスのデータディレクトリ (datadir)が常に共有ディスク上にある必要があ

ります。データディレクトリは、ファイルシステム上になければなりません。このファイルシステムは、プ

ライマリサーバおよびバックアップサーバの両方からマウントできなければなりません。データディレク

トリ (datadir)はレプリケーションされたディスクもしくはNetwork Attached Storage (NAS)上に存

在することが可能です。
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複数データベースサーバ環境に関する考慮事項

複数データベースサーバ環境に関する考慮事項

複数のMySQLデータベースサーバおよびデータベースがある場合、次のような設定上の考慮事項が

あります。

l アクティブ /アクティブまたは複数の(同一もしくは異なるバージョンの) MySQLインスタンスを稼動

させる場合、可能であればmysqldグループの機能を使用することを考慮してください。SIOS
は、複数のMySQLデータベースサーバ構成に対してmysqldグループ (mysqld_multi)を使用

することを推奨します。

l アクティブ /アクティブまたは複数のMySQLインスタンスを稼働させる場合、共有ファイルシステ

ムを /var/lib/mysql としてマウントしないでください。mysql起動コマンド (safe_mysqld or

mysqld_safe)により、MySQLサーバが予期せずシャットダウンされるためです。

l mysqldグループの機能を使用しない場合、my.cnf ファイルは、各アクティブ/アクティブもしくは複

数サーバのデータディレクトリに保存する必要があります。mysqldグループを使用する構成で

は、my.cnf ファイルはデータディレクトリではなく /etcに保存されます。LifeKeeperおよびmysqld
グループ機能に関する情報は LifeKeeperでmysqldグループを使用するを参照してください。

l MySQL用の追加のポート番号は、 /etc/services ファイルに指定する必要があります。

l 各 MySQLデータベースサーバは、個別のポート上で稼働し、個別のソケットファイルにアクセス

するように設定する必要があります。これらの設定オプションは、データディレクトリにあるmy.cnf
ファイル内に指定されます。

l 各サーバは、個別の共有の位置からデータにアクセスするように設定する必要があります(つま

り、各サーバは個別のデータディレクトリを使用する必要があります)。

LifeKeeperで mysqld グループを使用する

MySQLApplication Recovery Kitは、mysqld_multiを介して管理されるmysqldグループ機能を使用

したmy.cnf ファイルをサポートします。このMySQLの機能を使用すると、単一のmy.cnf ファイル (通常

/etcに保存される)を介して、容易に複数のMySQLインスタンスを設定できるようになります。本キット

はmysqldグループのフォーマットを利用しているmy.cnf ファイルを検出し、管理者に対して保護対象

とするmysqldグループの番号を選択することを要求します。管理者が選択できる選択リスト

は、my.cnf ファイルで定義されているグループ番号から、すでに本キットにより保護されているグループ

番号を差し引いたものから決定します。  

一般的には、mysqldグループ機能を使用して複数のMySQLインスタンスを設定および制御するほう

が容易になります。SIOSは、アクティブ /アクティブもしくは複数インスタンスの設定時には、このアプロー

チを使用することを推奨します。

my.cnf ファイル

mysqldグループ機能を使用する場合、以下が必須となります。

a. 単一のmy.cnf ファイルが、データベースインスタンスのmysqldグループを定義するために使用さ

れる必要があります。

b. my.cnf ファイルは共有ストレージ上に配置しないでください。

12 設定上の考慮事項
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my.cnf ファイル

c. 各クラスタノードにmy.cnf ファイルの完全なコピーが必要です (/etc/my.cnfが望ましい)。

d. my.cnf ファイルに対して行ったすべての変更は、LifeKeperのすべてのクラスタノードに反映され

る必要があります。

Recovery Kitは、my.cnf ファイルがmysqldグループを使用していることを検知するとmysqld_multiコマ

ンドを使用します。これに基づいて、LifeKeeperの制御下に配置する前にmysqld_multiを使用して

MySQLインスタンスをテストすることができます。

以下は、mysqld_multiによって制御されている 2つのデータベースインスタンスについてmysqldグルー

プを使用した比較的複雑な my.cnf ファイルの解説です。mysqld_multi コマンド (およびMySQL
LifeKeeper Recovery Kit)は、管理者にさまざまな設定を行うためのオプションを提供しています。下記

の例、 [mysqld1] では、さまざまな MySQLコマンドの大部分についてデフォルトのロケーションを使

用する比較的単純な MySQLインスタンスを定義しています。その次の例、[mysqld55]では、より多

くの変更を行っています。コメントは各セクションにおいて LifKeeperがどのようにMySQLと相互作用し

ているかについて説明しているので参考にしてください。

# The following client section defines which username/password com-

bination will be used for

# LifeKeeper  connections. The username/password combination needs to be

defined in each MySQL

# Database instance that will be d escribed in this my.cnf file.

[client]

user = steeleye

password = password

# This next section describes the default version of mysqld and mysqldad-

min that mysqld_multi

# will use when processing mysqld_multi commands. The username/password

combo defines the

# MySQL account that mysqld_multi will  use when working with the data-

base instances. This

# username and password combo needs to be d efined in  each MySQL Data-

base instance that will be

# controlled by mysqld_multi. See how to set up the multi_admin account

in the MySQL Reference

# Manual, by issuing "mysqld_multi --example".

[mysqld_multi]

mysqld = /usr/bin/mysqld_safe

mysqladmin = /usr/bin/mysqladmin

user = multi_admin

password = password

# The next section defines the first of two MySQL Database instances in

this my.cnf file. Note

# that each section starts  with a [mysqldNN] where NN is the mysqld

group number (or instance).

# Each group name must have a number. There are a  number of directives

that the LifeKeeper MySQL

# Recovery Kit will be looking for in these sections.

[mysqld1]

datadir = /s11/mysql-data5077 # Defines where the data files for the

instance will live. For
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# LifeKeeper, this directory must be on LifeKeeper protected

# (shared or replicated) storage.

mysqld = /usr/bin/mysqld_safe # Defines specifically which mysqld com-

mand will be used for

# starting the instance. This one is using the

# default  mysqld_safe that came with the distribution.

socket=/s11/mysql-data5077/moe.socket # Defines the location of the

socket for this instance.

# If the socket is not on LifeKeeper protected storage, it

# needs to be defined in exactly the same place on each

# node in the cluster and be owned by the "user" defined 

# below.

port = 3307 # Each instance needs its own, unique TCP/IP port.

pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid # The pid-file can be on Life-

Keeper protected or

# non-LifeKeeper protected storage.

log-error= /var/log/mysqld.log # Location of the MySQL error log for

this instance. Can be

# on LifeKeeper protected or non-LifeKeeper protected

# storage.

user = mysql # The Linux user name that will run the MySQL processes.

# The next section defines the more complicated of the two MySQL

instances. Instance "55" is not

# using the default MySQL that  came with the Linux distribution as it

is using the 5.5.12 version

# of MySQL that was installed from source. The binaries for this  ver-

sion were installed onto shared

# storage, and the binary directory is LifeKeeper protected.

[mysqld55]

datadir = /s11/mysql-data5512 # Same as above; this instance uses a dif-

ferent data

# d irectory, and  this directory is on LifeKeeper

# protected storage.

mysqld =/s11/mysql5512/bin/mysqld_safe # For this instance, a different

version of mysqld_safe

# is used; the  one that is included with 5.5.12.

socket=/s11/mysql-misc5512/larry.socket # This instance has the socket

on LifeKeeper protected

# storage, but not  in the default location (datadir).

port = 3308 # This instance has a unique TCP/IP port as well.

pid-file = /var/run/mysqld/mysqld55.pid # This instance's pid-file is

not on LifeKeeper protected

# storage.

log-error = /var/log/mysqld55.log # This instance's log-error (error

log) is not on

# LifeKeeper protected  storage.

log-bin = /s11/mysql-log5512/larry # The log-bin directive specifies

where the binary

# transaction logs are  located for this instance.

# These logs must be on LifeKeeper  protected storage

# (the recovery kit will enforce this). By default,
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mysqld_multiコマンド

# these logs are in the datadir.

user = mysql # The Linux user name that will run the MySQL processes.

mysqld_multi コマンド

例としてmysqlコマンドを実行します。

# mysqld_multi start 1

my.cnfで[mysqld1]として定義したmysqldグループ 1インスタンスを、依存するすべてのLifeKeeper保
護リソースがLifeKeeperのいずれかのノードで In Serviceであると仮定します。

以下のコマンドを実行します。

# mysqld_multi report 1

このインスタンスの状態がレポートされます (例：running (起動 )または not running (停止 ))。このインスタ

ンスが起動すると、LifeKeeperでのリソース作成が容易になります。

mysqld_multi形式のmy.cnf ファイルの設定方法に関する情報については以下のコマンドを実行して

ください。

# mysqld_multi --example

Network Attached Storage の使用

クラスタストレージとして NFSファイルサーバ (Network Attached Storage)を使用するために LifeKeeper
を設定するにあたっていくつかの特別な考慮事項があります。

NAS Recovery Kitの使用

オプションのNetwork Attached Storage (NAS) Recovery Kitは、LifeKeeper for Linuxで NFSサーバを

共有ストレージアレイとして使用する場合に必要になります。各クラスタノードにNAS Recovery Kit (お
よびライセンス)をインストールしてください。詳細については、NAS Recovery Kitのドキュメンテーション

を参照してください。

エラーメッセージ

MySQLとNetwork Attached Storage (NAS)を使用する際に、システムクラッシュによりMy SQLインス

タンスがフェイルオーバ後に再起動できないといった事象に遭遇する可能性があります。MySQLエラー

ログで、エラーの原因が分かります。

MySQL 5.0
110523 22:10:58 mysqld started

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

110523 22:10:58 InnoDB: Retrying to lock the first data file

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process
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MySQL 5.5

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

MySQL 5.5
110524 10:52:20 InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled

110524 10:52:20 InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic built-

ins

110524 10:52:20 InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3

110524 10:52:20 InnoDB: Initializing buffer pool, size = 128.0M

110524 10:52:20 InnoDB: Completed initialization of buffer pool

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

110524 10:52:20 InnoDB: Retrying to lock the first data file

InnoDB: Unable to lock ./ibdata1, error: 11

InnoDB: Check that you do not already have another mysqld process

InnoDB: using the same InnoDB data or log files.

これは LifeKeeperによって制御されているNFSファイルシステム上で、MySQL mysqldプロセスが

ibdata1ファイルをNFS lockに設定しているということを示しています。システムクラッシュによりロックがク

リアされなかったので、LifeKeeperはMySQLインスタンスを In Serviceの状態に戻すことができませ

ん。MySQLは何か別のプロセスが ibdata1ファイルを使用しているとみなします。

解決方法

この事象を解決するためには、ファイルシステムリソースを作成する前に「nolock」とよばれるNFSのオプ

ションで ibdata1を格納する予定のNFSファイルシステムをマウントしてください。デフォルトでは、NFS
はファイルをロックさせるよう設定しています。「nolock」オプションがリソース作成前に使用される

と、LifeKeeperはこのオプションを認識し、ファイルシステムリソースを In Serviceの状態にするたびにこの

オプションを使用します。LifeKeeperは (クラスタノードから) ibdata1を含んだファイルシステムへのアクセス

を制御するので、通常、ロックは重要ではありません。テスト中に使用されるNFSマウントオプション

は「rw,sync,tcp,nfsvers=3,nolock」です。

MySQLのバイナリが格納されているファイルシステムといったような MySQLリソース階層によって使用さ

れるその他のファイルシステム上で「nolock」を使用する必要はありません。

NASファイルシステムリソースがすでに「nolock」オプション設定なしに作成されている場合は以下の手

順に従ってマウントオプションを変更してください。

1. LifeKeeper GUIを使用して変更する必要があるファイルシステムリソースに対してOut of Serv-
ice操作を行ってください。この操作は LifeKeeper GUIでファイルシステムリソース上にポインタを

置き、右クリックしてドロップダウンメニューから [Out of Service]を選択することで可能です。この

操作は親リソースも同じくOut of Service状態にします。
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解決方法

2. [Out of Service]操作を実行し、プロセスを完了させてください。

3. 一旦ファイルシステムリソースがOut of Service状態になったら、ポインタをリソース上に置き右ク

リックし、ドロップダウンメニューから [Change Mount Options]を選択してください。

4. ポップアップウィンドウで、オプションの行に「nolock」を追加し、[Set Value]をクリックしてください。

クラスタの各ノードで手順 3および4を繰り返す必要があります。
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5. マウスを右クリックし、[In Service]を選択し、NASファイルシステムリソースを In Serviceの状態

に戻してください。

6. ファイルシステムリソースのプロパティパネルが、「nolock」が現在のマウントオプションであることを表

示します。
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解決方法
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Chapter 3: インストール

LifeKeeperでのMySQLのインストール /設定

MySQL リソース階層の作成

重要 :

MySQLデータディレクトリファイル(datadir)が共有ディスク上にある LifeKeeperクラスタ環境では、共

有ファイルシステムがprimary/templateサーバにマウントされる必要があります。ファイルシステムリソー

スが最初に作成される場合、共有ファイルシステムは必ず各サーバの同じマウントポイントにマウント

します。また、重要事項として、リソースを作成するには稼働しているコミュニケーションパス(すなわち

ハートビート )が必須であることを念頭においてください。MySQLデータディレクトリは、共有ディスク、

レプリケーションされたディスク、もしくはNetwork Attached Storage (NAS)上に存在することが可能

です。

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

1. LifeKeeper GUI メニューから [Edit]を選択し、次に [Server]を選択します。ドロップダウンメニ

ューから、[Create Resource Hierarchy]を選択します。

すでに行った選択を変更する場合、またはMySQLリソース階層を作成するステップのいずれか

でエラーメッセージが表示された場合、通常は 1つ前に戻って、選択を変更するか訂正すること

ができます。([Back]ボタンが有効な場合 )。

重要 : リソースの作成時には、保護対象のMySQLデータベースサーバデーモン (mysqld)が稼

働していなければなりません。

ダイアログボックスが表示され、ドロップダウンメニューに、クラスタにインストールされ認識されてい

るすべてのRecovery Kitが表示されます。ドロップダウンメニューから [MySQL Database]を選

択します。

[Next]をクリックします。

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

2. [Switchback Type]を選択します。この選択によって、バックアップサーバへのフェイルオーバの

後、MySQLインスタンスが In Serviceに戻るときに、このサーバにどのようにスイッチバックされるの
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MySQLリソース階層の作成

かが決まります。[intelligent]または [automatic]を選択できます。[intelligent]の場合、インス

タンスをプライマリ /オリジナルサーバにスイッチバックするときに管理者の介入が必要になりま

す。[automatic]の場合、プライマリサーバがオンラインに戻り、LifeKeeperコミュニケーションパス

を再確立した直後に自動的にスイッチバックが行われます。

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

で後から変更できます。

[Next]をクリックします。

3. [Server]で、MySQLデータベースインスタンスを配置するサーバ(通常これをプライマリサーバまた

はテンプレートサーバと呼ぶ)を選択します。ドロップダウンメニューには、クラスタ内の全サーバが

表示されます。

[Next]をクリックして次のダイアログボックスに進んでください。

4. [Location of my.cnf]を選択または入力します。これはMySQL設定ファイル (my.cnf)が存在

する場所のフルパス名 (ファイル名は除く)です。

[Next]をクリックして次のダイアログボックスに進んでください。

5. mysqld_multi形式のmy.cnf ファイルを保有している場合は [Protection Instance Number]
を選択してください。従来の形式のmy.cnf ファイルを保有している場合は、この画面は表示さ

れません。
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MySQLリソース階層の作成

6. [Location of MySQL executables]の場所を選択または入力します。これは、MySQLデータ

ベースサーバデーモンの開始と監視に使用されるバイナリのフルパス名です。

注記 :この時点で、入力したデータがMySQLリソース階層の作成に妥当かどうかが検査されま

す。この検査で問題が検出された場合、エラーが画面に表示されます。ディレクトリのパスは妥

当で、MySQL設定自体にエラーがある場合は、ここでそのエラーを訂正してから階層の作成を

続けることができます。

[Next]をクリックして次のダイアログボックスに進んでください。

7. [Database Tag]を選択または入力します。これはMySQL階層につけるタグ名です。デフォルト

を選択するか、独自のタグ名を入力することができます。

[Create]をクリックすると、[Create Resource Wizard]によりMySQLリソースが作成されます。
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MySQLリソース階層の作成

注記 :この時点で、MySQLリソース階層が正常に作成されます。

8. 別の情報ボックスが表示され、MySQLリソース階層が正常に作成されたこと、MySQLリソース

階層を LifeKeeperの保護下に置くには、その階層をクラスタ内の別のサーバに拡張する必要

があることが示されます。

[Continue]をクリックすると、本セクションで後述する [Pre-Extend Wizard]が起動されます。

ここで [Cancel]をクリックすると、別のダイアログボックスが表示され、いずれかの時点でここに戻

り、MySQLリソース階層を別のサーバに拡張して、LifeKeeperの保護下に置く必要があること

が警告されます。
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リソース階層の削除

9. [Done]をクリックして終了します。

リソース階層の削除

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

1. LifeKeeper GUI メニューから [Edit]を選択し、次に [Resouce]を選択します。ドロップダウンメニ

ューから、[Delete Resource Hierarchy]を選択します。

2. [Target Server]でMySQLリソース階層を削除するターゲットサーバの名前を選択します。

注記 :右側ペインで個々のリソースインスタンスを右クリックするか、リソースが1台のサーバ上の

みにある場合に左側ペインでグローバルリソースを右クリックして [Delete Resource]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。

[Next]をクリックします。

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

注記 :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]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。

[Next]をクリックします。
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リソース階層の拡張

4. 選択したターゲットサーバと、削除の対象として選択した階層を確認する情報ボックスが表示さ

れます。

[Delete]をクリックします。

5. MySQL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。

リソース階層の拡張

階層の作成後、クラスタ内の別のサーバに拡張する必要があります。3通りのシナリオで、テンプレート

サーバからターゲットサーバにリソースインスタンスを拡張できます。最初のシナリオは、リソース作成

後、[Continue]をクリックして、別のサーバにリソースを拡張する場合です。2番目のシナリオは、以下

に示すように [Edit]メニューから [Extend Resource Hierarchy]を選択する場合です。3番目のシナリ

オは、左側または右側のペインから拡張されていない階層を右クリックする場合です。どのシナリオでも

同じダイアログボックスが表示されます(いくつかの例外については、以下に詳細を明記する)。
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リソース階層の拡張

1. LifeKeeperGUI メニューから [Extend wizard]を開始する場合は、[Edit]を選択し、次に

[Resource]を選択します。ドロップダウンメニューから [Extend Resource Hierarchy]を選択し

ます。これで [Extend Resource Hierarchy]ウィザードが起動されます。

2. 最初に表示されるダイアログボックスで、MySQLリソース階層が現在 In Service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、「In Service」のリソース階層が表されることを認識しておくことが重要

です。選択したテンプレートサーバで In Serviceでないリソースタグを選択すると、エラーメッセージ

が表示されます。このダイアログのドロップダウンボックスには、クラスタ内の全サーバの名前が示さ

れています。

注記 :MySQLリソース階層作成後、直ちに [Extend Resource Hierarchy]作業に入った場

合は、作成段階でテンプレートサーバが特定されているため、このダイアログボックスは表示され

ません。これは、GUIウィンドウの左側ペインのMySQLリソースアイコンまたは右側ペインの

MySQLリソースボックスを右クリックして、[Extend Resource Hierarchy]を選択した場合も同

様です。

階層を拡張する手順の間に [Cancel]をクリックすると、どの時点であってもそのサーバへの拡張

処理がキャンセルされますので注意してください。ただし、すでにリソースを別のサーバに拡張して

いる場合は、明示的に拡張解除するまで、そのインスタンスの拡張は有効です。

たとえば、Server1にリソースを作成し、それをServer2に拡張しているとします。同じリソースを

Server3に拡張している最中に、気が変わっていずれかのダイアログボックス内の [Cancel]をクリ

ックしたとします。この場合は、Server3へのリソース拡張だけがキャンセルされ、Server2への拡

張はキャンセルされません。この階層からServer2を削除したい場合は、Server2からリソースを

拡張解除する必要があります。

[Next]をクリックして次のダイアログボックスに進んでください。

3. [Tag to Extend]を選択します。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

MySQLインスタンスの名前です。ウィザードのドロップダウンメニューには、前のダイアログボックス

で選択した、テンプレートサーバ上に作成されているすべてのリソースが表示されます。

注記 :ここでも、MySQLリソース階層作成後、ただちに [Extend Resource Hierarchy]作業に

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

クスは表示されません。GUIウィンドウの左側ペインのMySQLリソースアイコンまたは右側ペイン

のMySQLリソースボックスを右クリックして、[Extend Resource Hierarchy]を選択した場合も

同様です。

[Next]をクリックします。
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リソース階層の拡張

4. MySQLリソース階層を拡張する [Target Server]を選択します。ドロップダウンボックスには、選

択した階層にないクラスタ内のサーバの名前が表示されます。

[Next]をクリックします。

5. [Switchback Type]を選択します。この選択によって、バックアップサーバへのフェイルオーバの

後、MySQLインスタンスが In Serviceに戻るときに、このサーバにどのようにスイッチバックされるの

かが決まります。[intelligent]または [automatic]を選択できます。[intelligent]の場合、インス

タンスをプライマリ /オリジナルサーバにスイッチバックするときに管理者の介入が必要になりま

す。[automatic]の場合、プライマリサーバがオンラインに戻り、LifeKeeperコミュニケーションパス

を再確立した直後に自動的にスイッチバックが行われます。

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

で後から変更できます。

[Next]をクリックします。

6. [Template Priority]を選択または入力します。これはサーバで現在 In ServiceのMySQL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が最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。注記 :このフィールドは階層を最初に拡張するときだけ表示されます。

[Next]をクリックします。

7. [Target Priority]を選択または入力します。これは、別サーバにある同等の階層に対する新し

く拡張するMySQL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は最高の優先順位を表

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。

[Next]をクリックします。
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リソース階層の拡張

8. 情報ボックスが表示され、LifeKeeperが環境のチェックを正常に完了し、このMySQLリソースを

拡張するためのすべての要件が満たされていることが示されます。満たされていない要件がある

場合は、[Next]ボタンは選択できなくなり、[Back]ボタンが有効になります。

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

の拡張を変更できます。

ここで [Cancel]をクリックした場合は、別の時点でここに戻り、MySQLリソース階層を他のサー

バに拡張して、LifeKeeperの保護下に置く必要があります。

[Next]をクリックすると、[Extend Resource Hierarchy]設定作業に入ります。

9. このダイアログボックスは情報の表示専用です。このボックス内に表示される [Location of
my.cnf]は変更できません。MySQLインスタンスは設定ファイルから場所情報を取得していま

す。

[Next]をクリックします。

10. [Location of MySQL executables]を選択または入力します。これは、MySQLデータベース

サーバデーモンの開始と監視に使用されるバイナリのフルパス名です。

[Next]をクリックします。

11. [Database Tag]を選択または入力します。これはMySQL階層につけるタグ名です。デフォルト

を選択するか、独自のタグ名を入力することができます。

[Extend]をクリックします。
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12. 拡張が実行されていることを示す情報ボックスが表示されます。

同じ MySQLリソースインスタンスをクラスタ内の別のサーバに拡張する場合は [Next Server]を
クリックします。その場合は、リソース階層の拡張の操作が繰り返されます。

[Finish]をクリックすると、LifeKeeperはMySQLリソースの拡張が正常に完了したことを確認し

ます。

13. [Finish]をクリックした場合、次の画面が表示されます。

14. 最後のダイアログボックスで [Done]をクリックして終了します。

注記 :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。

LifeKeeperの設定作業

設定作業は LifeKeeper GUIを使用して実行できます。以下の4つの作業は、MySQLリソースインス

タンス特有のものであり、Recovery Kitごとに異なるため、本セクションで説明しています。

l リソース階層の作成。アプリケーションリソース階層を LifeKeeperクラスタに作成します。

l リソース階層の削除。リソース階層を LifeKeeperクラスタ内のすべてのサーバから削除します。

l リソース階層の拡張。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へ拡張します。

l リソース階層の拡張解除。リソース階層を LifeKeeperクラスタ内の1つのサーバから拡張解除

(削除 )します。

以下の作業については、すべてのRecovery Kitで同じ手順を使用する共通の作業であるため、 SPS
for Linuxテクニカルドキュメンテーションの管理 セクションを参照してください。

l リソース依存関係の作成。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親子の依存

関係を作成し、クラスタ内のすべての対象サーバに依存関係の変更を反映します。
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l リソース依存関係の削除。リソースの依存関係を削除して、クラスタ内のすべての対象サーバ

に依存関係の変更を反映します。

l In Serviceリソース階層を特定のサーバで In Serviceの状態にします。

l Out of service。リソース階層を特定のサーバでOut of Serviceの状態にします。

l 表示 /編集。特定のサーバでリソース階層のプロパティを表示または編集します。

注記 :このセクションの残りの部分では、LifeKeeper GUIの [Edit]メニューから作業を選択することによっ

て、Recovery Kitを設定する方法を説明します。設定作業はツールバーから選択することもできます。

状況表示ウィンドウの [Resource Hierarchy Tree] (左側のペイン)でグローバルリソースを右クリックし、

ドロップダウンメニューに [Edit]メニューと同じ選択項目を表示することもできます。

状況表示ウィンドウの [Resource Hierarchy Table] (右側のペイン)でリソース・インスタンスを右クリック

して、サーバおよび特定リソースの状態に応じて、リソース階層の作成を除くすべての設定作業を実行

することもできます。

リソース階層の拡張解除

1. LifeKeeper GUI メニューから [Edit]を選択し、次に [Resouce]を選択します。ドロップダウンメニ

ューから、[Unextend Resource Hierarchy]を選択します。

2. [Target Server]で、MySQLリソースを拡張解除するターゲットサーバを選択します。MySQLリ
ソースが現在 In Serviceのサーバは選択できません。

注記 :右側のペインから個々のリソースインスタンスを右クリックして [Unextend]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。

[Next]をクリックします。

3. [Hierarchy to Unextend]で、拡張解除するMySQL階層を選択してください。

注記 :左側のペインからグローバルリソースを右クリックするか、右側のペインから個々のリソースイ

ンスタンスを右クリックして [Unextend]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。

[Next]をクリックします。

4. 拡張解除の対象として選択したターゲットサーバとMySQLリソース階層を確認する情報ボック

スが表示されます。
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[Unextend]をクリックします。

5. MySQL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。

6. [Done]をクリックして終了します。
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Chapter 4: 管理

リソース階層のテスト

手動スイッチオーバを開始することによって、MySQLリソース階層をテストできます。これにより、

プライマリサーバからバックアップサーバへのリソースインスタンスのフェイルオーバをシミュレートしま

す。

GUIによる手動スイッチオーバの実行

GUI による手動スイッチオーバの実行

手動スイッチオーバを開始することによって、MySQLリソース階層をテストできます。これにより、プライマ

リサーバからバックアップサーバへのリソースインスタンスのフェイルオーバをシミュレートします。

GUIによる手動スイッチオーバの実行

LifeKeeper GUIで、ドロップダウンメニューから [Edit] > [Resource] > [In Service]を選択すると、手動

スイッチオーバを開始できます。例えば、バックアップサーバで [In Service]要求を実行すると、アプリケー

ション階層はバックアップサーバで In Serviceになり、プライマリサーバでは停止されます。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、元のプライマリサーバがバックアップサーバに変わります。

[Out-of-Service]要求を実行すると、アプリケーションは他のサーバで In Serviceにならずに、out of
serviceになります。

LifeKeeperでは、ロールバックやバックアップアーカイブのような内部処理の調整や制御は行いません。

テープアーカイブやリストアの作業は、アプリケーション管理者の責任です。

リカバリ動作

プライマリサーバに障害が発生すると、MySQLRecovery Kit ソフトウェアは以下の処理を実行します。

l ファイルシステム (共有もしくは複製 )をバックアップサーバ上にマウントします。

l MySQLに関連するデーモンプロセスを開始します。
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Chapter 5: トラブルシューティング

共通のエラーメッセージ

以下のトピックに含まれるエラーメッセージは、すべてのLifeKeeper for Linux Recovery Kitで共通です。

注記 :エラーメッセージ列で、二重引用符で囲まれたすべて大文字の語はサーバ上のリソースの名前を

示します (例えば、"SERVER"は実際には「Server1」という名前のサーバである場合があります)。

すべての操作

階層の作成

階層の拡張

リストア

リソース監視

MySQL固有のエラーメッセージ

以下のトピックに含まれるエラーメッセージは、LifeKeeper for Linux MySQLRecovery Kit固有のもので

す。

注記 :エラーメッセージ列で、二重引用符で囲まれたすべて大文字の語はサーバ上のリソースの名前を

示します (例えば、"SERVER"は実際には「Server1」という名前のサーバである場合があります)。

すべての操作

すべての操作

任意の操作中に表示されるエラーメッセージを、説明とともに以下に挙げます。

エラー番号 エラーメッセージ

000002 Usage error

000010 Error getting resource information

000011 Both Tag and ID name not specified

000019 Resource not found on local server

000022 END failed hierarchy “TAG” In Service on server “SERVER”

000026 END failed ACTION for “TAG” on server “SERVER” due to “SIGNAL” signal
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すべての操作 -MySQL

すべての操作 -MySQL
任意のMySQL操作中に表示されるエラーメッセージを、説明とともに以下に挙げます。場合によって

は対処方法も記載しています。

エラー

番号

エラーメッセージ

102001 Usage: “SCRIPT NAME” sysname dbvarname cnfpath exepath instance

102002 Usage: “SCRIPT NAME” cnfpath

102003 Usage: “SCRIPT NAME” exepath cnfpath

102004 Unable to obtain a valid value for the “socket” variable in “PATH”/my.cnf

処置 :my.cnf設定ファイルの「mysqld」セクションには「socket」のエントリがなければなりま

せん。

102005 Unable to obtain a valid value for the “port” in “PATH”/my.cnf

処置 :my.cnf設定ファイルの「mysqld」セクションには「port」のエントリがなければなりませ

ん。

102006 Unable to obtain the data directory location "PATH"

処置 :データベースが指定したソケットとポートを使用して稼働していることを確認してくだ

さい。

102007 Must specify the absolute path to themy.cnf configuration file

102008 Must specify the absolute path to theMySQL executables

102009 The file my.cnf does not exist in the path specified

102010 TheMySQL executables do not exist in the path specified

102011 LifeKeeper was unable to start theMySQL database server

102012 LifeKeeper successfully started theMySQL database server

102013 LifeKeeper was unable to stop theMySQL database server

102014 LifeKeeper successfully stopped theMySQL database server

102015 The port “PORT NUMBER” is in use on the target server “SERVER”

102016 TheMySQL database server is not running on server “SERVER”

102017 Unable to open the configuration file “PATH”/my.cnf

102018 Unable to get the Data Directory information for resource "TAG" on server "SERVER"

102019 Unable to get the configuration file location information for resource "TAG" on server
"SERVER"

102020 Unable to get the executable location information for resource "TAG" on server
"SERVER"

102021 The argument for the configuration file path is empty

102022 The argument for the executable path is empty
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すべての操作 -MySQL

エラー

番号

エラーメッセージ

102023 The path 「PATH」 for directive "DIRECTIVE" is not on a shared filesystem

102024 Unable to get the information for resource "TAG" on system “SYSTEM”

102025 TheMySQL data directory “DATADIR” is already under LifeKeeper protection

102026 The port variables in the file /etc/my.cnf on “SERVER1” and “SERVER2” do not match

102027 The socket variables in the file /etc/my.cnf on "SERVER1" and "SERVER2" do not
match

102028 Unable to obtain a valid value for the "user" variable in "PATH" /my.cnf

処置 :my.cnf設定ファイルの「client」セクションには「user」変数の有効なエントリがなけれ

ばなりません。

102029 Unable to obtain a valid value for the "password" variable in "PATH" /my.cnf

処置 :my.cnf設定ファイルのclientセクションには「password」変数の有効なエントリがな

ければなりません。

102030 The user variables in the file /etc/my.cnf on "SERVER1" and "SERVER2" do not match

102031 The password variables in the file /etc/my.cnf on "SERVER1" and "SERVER2" do not
match

102032 Unable to obtain the pid file location

処置 :my.cnf設定ファイルのmysqldセクションには「pid-file」変数のエントリがなければな

りません。

102033 Unable to obtain a valid value for the "user" variable in "PATH" /my.cnf

処置 :my.cnf設定ファイルの「mysqld」セクションには「user」変数を使用してOSユーザを

指定する必要があります。

102034 WARNING: A my.cnf file exists at "PATH", whichmay override the values specified in
the file at "PATH"/my.cnf.

102035 Themysql system user "USER" does not exist on target server "SERVER"

102036 Themysql system user "USER" uids are different on target server "SERVER1" and
template server "SERVER2"

102037 Themysql system user "USER" gids are different on target server "SERVER1" and
template server "SERVER2"

102038 LifeKeeper was unable to stop theMySQL database server using a graceful shutdown.
Issuing kill for pid(s): "PROCESS ID LIST".

102039 LifeKeeper will ignore failed connection as possible max connections error, due to
existence of process pid "PROCESS ID".

102040 Themysql action for resource tag :"TAG" returned: "COMMAND OUTPUT".

102041 LifeKeeper was unable to start theMySQL database server using the defaults-file option.
Retrying with individual options.

102042 The LifeKeeper "ACTION" action detected the flag "FLAG", and will exit.
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リソース階層作成時のエラーメッセージ

エラー

番号

エラーメッセージ

102043 END of "ACTION" action on due to a(n)"SIGNAL" signal.

102044 The file my.cnf does not exist in the stored path "PATH".

102045 DIRECTIVE path "PATH" is on a shared filesystem.

102046 Startingmysqld daemonwith databases from "PATH".

リソース階層作成時のエラーメッセージ

階層の作成時に表示されるエラーメッセージを、説明とともに以下に挙げます。場合によっては対処方

法も記載しています。

エラー

番号

エラーメッセージ

000012 Switchback type not specified

000013 Usage error

000014 Resource with either matching tag "TAG" or ID exists

000015 ins_create failed on server "SERVER"

000018 Error creating resource "TAG" on server "SERVER"

000021 Removing resource instance "TAG" from server "SERVER" due to an error during creation

000023 Error bringing resource "TAG" In Service on server "SERVER"

000024 Failed resource creation of resource "TAG" on server "SERVER"

000027 Removing file system dependency from "PARENT TAG" to "CHILD TAG" on server
"SERVER" due to an error during creation

000028 Removing file system hierarchy "FILESYS TAG" created by "PARENT TAG" on server
"SERVER" due to an error during creation

000029 Switchback typemismatch between parent "PARENT TAG" and child "CHILD TAG" on
server "SERVER"

処置 :スイッチバックタイプの不一致は予想外の動作を引き起こすことがあります。 ins_
setas コマンドを使用してリソースのスイッチバックタイプを手動で変更することによって、この

不一致をなくすことができます。

000030 create: tag name not specified

または

extend: tag name not specified
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階層の拡張

階層の拡張

階層の拡張時に表示されるエラーメッセージを、説明とともに挙げます。

エラー

番号

エラーメッセージ

000003 Template resource "TAG" on server "SERVER" does not exist (サーバ「SERVER」にテンプ

レートリソース「TAG」が存在しません)

000004 Template resource "TAG" cannot be extended to server "SERVER" because it already
exists there (テンプレートリソース「TAG」がサーバ「SERVER」にすでに存在するため拡張で

きません)

000005 Cannot access canextend script on server "SERVER" (サーバ「SERVER」のcanextendス
クリプトにアクセスできません)

000006 Cannot access extend script "PATH TOEXTEND" on server "SERVER" (サー

バ「SERVER」のextendスクリプト「PATH TOEXTEND」にアクセスできません)

000007 Cannot access depstoextend script "PATH TODEPSTOEXEND" on server "SERVER" (
サーバ「SERVER」のdepstoextendスクリプト「PATH TODEPSTOEXEND」にアクセスでき

ません)

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

000009 Either “TEMPLATESYS” or “TEMPLATETAG” argument missing (「TEMPLATESYS」また

は「TEMPLATETAG」引数が指定されていません)

000014 Resource with either matching tag "TAG" or ID exists (タグ「TAG」または IDが一致するリ

ソースが存在します)

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

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

000025 END failed resource extension of "TAG" on server "SERVER" due to a "SIGNAL" signal -
backing out changes made to server (「SIGNAL」シグナルのためにサーバ「SERVER」
の「TAG」のリソース拡張にENDが失敗しました-サーバに加えた変更を元に戻しています)

000030 create: tag name not specified (作成時：タグ名が指定されていません)

または

extend: tag name not specified (拡張時：タグ名が指定されていません)

リソース監視

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

エラー番号 エラーメッセージ

000001 Calling sendevent for resource "TAG" on server "SERVER"
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リストア

リストア

次に、リストア操作時に表示されるエラーメッセージを、説明とともに挙げます。

エラー

番号

エラーメッセージ

000023 Error bringing resource "TAG" In Service on server "SERVER" (サーバ「SERVER」でリ

ソース「TAG」を In Serviceにするときのエラー)
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