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Chapter 1: はじめに

SAP Recovery Kit のドキュメント

SteelEye Protection Suite for Linux SAP Recovery Kitは、LifeKeeper環境で障害の発生したプライ

マリサーバからバックアップサーバにSAP NetWeaverを復旧する仕組みを提供します。SAP Recovery
Kitは、他のSteelEye Protection Suite Recovery Kit (IP Recovery Kit、NFS Server Recovery
Kit、NAS Recovery Kit、およびOracle Recovery Kitなどのデータベースリカバリキット )と連係して包括

的なフェイルオーバ保護を提供します。

本ドキュメンテーションには、SAP リソースの設定と管理に不可欠な情報が記載されています。SPSを

正しく実装させるには、設定手順を慎重に実行してください。また、関連するリカバリキットのドキュメン

テーションも参照してください。

SAP Recovery Kitの概要

ドキュメンテーション一覧

以下は、SIOS Technology Corpが発行している LifeKeeper関連情報の一覧です。

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] メニューからも参

照できます)

l SIOS Technology Corp. Documentation and Support

l 参考ドキュメント -本ドキュメンテーション全体で参照されるSAP関連のドキュメ

ントの一覧。

l 略語と定義 - 本ドキュメンテーション全体で使用される略語と用語の一覧および

その意味。

l LifeKeeper/SAPのアイコン -使用されるアイコンの一覧およびその意味。

略語と定義

本マニュアル全体で、使用される略語は次のとおりです。

略語 意味

AS SAPアプリケーションサーバ。一般的には、ASは任意のアプリケーションサーバを指す

が、本マニュアルにおいては、CI以外の冗長化されたアプリケーションサーバを指す。そ

のため、アプリケーションサーバには LifeKeeperによる保護は必要ない。

SteelEye Protection Suite for Linux v8.1.1 1
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SteelEye Protection Suite ドキュメンテーション

略語 意味

ASCS ABAP SAPセントラルサービスインスタンス。NetWeaver ABAP環境向けのメッセージ

サービスとENQEUEサービスで構成されるSAPインスタンスである。このインスタンスは、

単一障害点であり、LifeKeeperで保護する必要がある。

(ASCS) バックアップABAP SAPセントラルサービスインスタンスサーバ。プライマリASCSサーバに

障害が発生した場合のASCSホストサーバである。

DB SAPデータベースインスタンス。このデータベースは、Oracleまたはその他のSAPがサ

ポートするデータベースである。このインスタンスは、単一障害点であり、LifeKeeperで保

護する必要がある。CI とDBは同一のサーバ上にあっても、異なるサーバ上にあってもよ

い。また、DBは、プライマリDBサーバを指すこともある。

(DB) バックアップデータベースサーバ。プライマリDBサーバに障害が発生した場合のDBホス

トサーバである。1つのサーバをデータベース (DB)とセントラルインスタンス (CI)の両方の

バックアップにすることも可能。

ERS ENQEUEレプリケーションサーバ。

HA 高可用性。

ID または

<ID>
SAPインスタンスの数値識別子 (2桁 )。

<INST> SAPインスタンス用のディレクトリ。その名前はインスタンスに含まれるサービスとインスタン

ス番号に由来する。例えば、CI <INST>は、DVEBMGS00など。

PAS プライマリアプリケーションサーバインスタンス。

SAP イン

スタンス

同時に開始および停止されるプロセスのグループ。

SAP シス

テム

SAPインスタンスのグループ。

<sapmnt> SAPのホームディレクトリ。デフォルトでは /sapmntだが、インストール時にユーザにより変

更可能。

SCS SAPセントラルサービスインスタンス。NetWeaver Java環境向けのメッセージサービスと

ENQEUEサービスで構成されるSAPインスタンスである。このインスタンスは、単一障

害点であり、LifeKeeperで保護する必要がある。

(SCS) バックアップSAPセントラルサービスインスタンスサーバ。プライマリSCSサーバに障害が

発生した場合のSCSホストサーバである。

SID また

は <SID>
システム ID。

sidまたは

<sid>
SIDの小文字バージョン。

SPOF 単一障害点 (Sinlge point of Failure)

SteelEye Protection Suite ドキュメンテーション

以下は、SIOS Technology Corp.のドキュメンテーションWebサイトで提供されているSPS関連情報

の一覧です。
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LifeKeeper - SAPアイコン

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

また、SAP関連のRecovery Kitについては、以下を参照してください。

l SPS for Linux IP Recovery Kit ドキュメンテーション

l SPS for Linux NFS Server Recovery Kit ドキュメンテーション

l SPS for Linux Network Attached Storage Recovery Kit管理ガイド

l SPS for Linux Oracle Recovery Kit管理ガイド

LifeKeeper - SAP アイコン

以下のアイコンは、LifeKeeper環境におけるSAP リソースのステータスを解釈する上で重要です。これ

らのアイコンは、LifeKeeper UI上に表示されます。

アクティブ -リソースはアクティブで In Serviceである (通常状態 )。

スタンバイ -リソースはバックアップノードにあり、プライマリリソースに障害が発生したら引

き継ぐ準備ができている (通常状態 )。

障害 -リソースに障害が発生した。リソースを In Serviceにする (リソース上で右クリック

し、 [In Service]を選択して Enterを押す)ことができる。リソースにまだ障害が残ってい

る場合、リカバリは失敗する。 (障害状態 )。

要注意 - SAP リソースに障害が発生したか、警告状態である。障害が発生してお

り、自動リカバリが有効な場合 (保護レベルが「Full」または「Standard」)、LifeKeeper
は自動的にリソースの復旧を試みる。SAP リソースを右クリックして、[Properties]を選

択すると警告状態にあるリソースが表示される。黄色のSAP状態は通常だが、SAP
リソースの実行が遅いか、パフォーマンスボトルネックがあることを示す。

参考ドキュメント

以下は、本ドキュメンテーション全体で参照した SAP関連のドキュメントです。

l SAP R/3 in Switchover Environments (SAP ドキュメント 50020596)

l R/3 Installation on UNIX:(データベース固有 )

l SAPWeb Application Server in Switchover Environments

l Component Installation Guide SAPWeb Application Server (データベース固有 )

l SAP ノート 7316、14838、201144、27517、31238、34998、63748
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SAP Recovery Kitの概要

SAP Recovery Kit の概要

SAP NetWeaverフレームワークには、冗長化することのできないサービスが一部存在します。これらの

サービスは、同一のSAPシステム上に複数個存在することができないため、単一障害点になりま

す。LifeKeeper SAP Recovery Kitは、これらの単一障害点に標準的な LifeKeeper機能による保護

を提供します。さらに、このキットでは、SAPインフラストラクチャのその他の部分についても、さまざまな

レベルにおいて保護する機能を提供します。各インフラストラクチャコンポーネントの保護は、階層内の

単一のリソースで表現されます。  

SAP Recovery Kitは、さまざまな SAPインスタンス、すなわちSAPプライマリアプリケーションサーバ

(PAS)インスタンス、ABAP SAPセントラルサービス (ASCS)インスタンス、SAPセントラルサービス

(SCS)インスタンスに対して監視とスイッチオーバを提供します (セントラルサービスインスタンス

は、ENQEUEおよびメッセージサーバを保護する)。SAP Recovery Kitは、適切なデータベースリカバリ

キットと連携してデータベースを保護し、Network File System (NFS) Server Recovery Kit と連携して

NFSマウントを保護します。また、必要に応じてクラスタ内のネットワークカード間で移動できる仮想 IP
アドレスを提供するため、 IP Recovery Kit も使用されます。Network Attached Storage (NAS)
Recovery Kitを使用して、ローカルNFSマウントを保護できます。これらさまざまな Recovery Kitを使

用して、アプリケーション環境のすべてのコンポーネントを保護するSAP リソース階層を構築します。

各 Recovery Kitは、保護下にあるアプリケーションの状態を監視し、ローカルおよび別のクラスタサーバ

上のアプリケーションを停止し再開できます。

4 SAP Recovery Kitのドキュメント



SAP Recovery Kitの概要

SAP システム階層のマップ

SteelEye Protection Suite for Linux v8.1.1 5



SAP リソース階層

典型的な SAP リソース階層は、LifeKeeper GUIに次のように表示されます。  

SAP リソース階層

注記 :ディレクトリ /usr/sap/transは、SAP環境では必須ではありません。SAP
NetWeaver Javaのみの環境では、このディレクトリは存在しません。

6 SAP Recovery Kitのドキュメント



Chapter 2: 要件

要件

ハードウェア / ソフトウェア要件

SPS SAP Recovery Kitをインストールして設定する前に、使用している設定が以下の要件を満たし

ていることを確認してください。

l サーバ。このRecovery Kitには、SPS for LinuxテクニカルドキュメンテーションおよびSPS for
Linux リリースノートで説明されている要件に従って設定した 2台以上のコンピュータが必要で

す。

l 共有ストレージ。SAPプライマリアプリケーションサーバ (PAS)インスタンス、ABAP SAPセントラ

ルサービス (ASCS)インスタンス、SAPセントラルサービス (SCS)インスタンス、およびプログラムフ

ァイルは、SPS環境の共有ディスク上に存在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、異種メディア要

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の使用を推奨します (詳細については、 IPのローカルリカバリと

設定に関する考慮事項を参照してください)。

l オペレーティングシステム。Linuxオペレーティングシステム。(サポート対象のディストリビューションお

よびカーネルのバージョンについては、SPS for Linux リリースノートを参照してください。)

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

l SAP ソフトウェア。各サーバは、SPS とSPS SAP Recovery Kitの設定に先だって SAP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。最新のリリースの互換性および購入方法については、SPS for Linux リリース

ノートを参照するか、営業担当者にお問い合わせください。

l SPS ソフトウェア。各サーバには同じバージョンのSPSソフトウェアおよびパッチをインストールする

必要があります。具体的な LifeKeeperの要件については、   SPS for Linux リリースノートを参

照してください。

l SPS IP Recovery Kit。このRecovery Kitは、リモートクライアントがSAP PAS、ASCS、または

SCSインスタンスにアクセスする場合に必要です。各サーバで同じバージョンのRecovery Kitを
使用する必要があります。

l SPS for Linux NFS Server Recovery Kit。このRecovery Kitは、ほとんどの設定で必要で

す。各サーバで同じバージョンのRecovery Kitを使用する必要があります。
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l SPS for Linux Network Attached Storage (NAS) Recovery Kit。このRecovery Kitは、一

部の設定で必要です。各サーバで同じバージョンのRecovery Kitを使用する必要があります。

l SPS for Linux Database Recovery Kit。SAPで利用されているデータベース用のSPS リカバ

リキットを各データベースサーバにインストールする必要があります。サポート対象のデータベース

の詳細については、   SPS for Linux リリースノートを参照してください。SAPを設定する前

に、SAP PAS、ASCS、または SCSインスタンスに対する LifeKeeperデータベース階層を作成

する必要があります。

重要事項 :

l バージョン 7.3より前のSAPを使用する場合、SAPHOSTAGENTのダウンロードおよびインス

トール方法について、SAP ドキュメンテーションおよび注記を参照してください (「設定の計画」ト

ピックの重要事項を参照 )。

l CoreソフトウェアおよびSAP Recovery Kitをインストールまたは削除する手順については、SPS
for Linux インストールガイドを参照してください。

l インストール手順は、推奨する順序に従って行う必要があります。LifeKeeperを先にインストー

ルした場合、SAPを正しくインストールできません。

l 必要な SPS Recovery Kitのそれぞれの設定方法については、各キットのドキュメンテーション

(IP、NFS Server、NAS、およびデータベースRecovery Kit)を参照してください。

l スワップ領域やメモリ要件などの他のインストール要件については、SAPインストールドキュメン

テーションを参照してください。

8 要件



Chapter 3: 設定上の考慮事項

このセクションでは、SAPの設定に着手する前に考慮すべき情報と、SAPの典型的な設定例を示し

ます。また、SAPを LifeKeeperで設定および保護するための操作手順を示します。

SAPを LifeKeeperでサポートされているカーネル2.4または 2.6を使用する Linuxディストリビューション

にインストールする方法については、SAPが提供するデータベース固有のSAPインストールガイドを参

照してください。

また、 SPS for Linuxテクニカルドキュメンテーションを参照して、 SPS Coreリソース (ファイルシステムリ

ソースなど)を設定してください。

サポートされる構成

SAP Highly Available (HA)環境において取ることのできるデータベースサーバおよびアプリケーションサー

バ構成は多数あります。LifeKeeperで保護するためにSAPを設定する上で必要な具体的手順は、

構成によって異なります。そのため、実際の要件に最も近い構成を見つけることが重要です。サポート

される構成例の一部を以下に示します。

ABAP+Java構成 (ASCSおよびSCS)

ABAPのみの構成  (ASCS)

Javaのみの構成  (SCS)

上記の例に図示する構成は 2つのサーバで構成されており、各サーバは、セントラルサービスインスタン

スとともに、ERSインスタンス、データベースインスタンス、プライマリアプリケーションサーバインスタンス、0
個以上の追加の冗長性のあるアプリケーションサーバインスタンス (AS)をホストしています。冗長性の

あるアプリケーションサーバなしで SAPを設定することは可能ですが、その場合、ASCSインスタンスまた

は SCSインスタンスへのユーザによるログインが必要になります。これは、SAPによって推奨されていま

せん。ASCSインスタンス、SCSインスタンス、およびデータベースサーバは、データベースファイルとアプリ

ケーションファイルのために共有ファイルストレージにアクセスできます。

セントラルサービスは多くのリソースを使用するわけではなく、非常に高速でスイッチオーバ可能ですが、

データベースはスイッチオーバ速度に大きな影響を与えます。そのため、データベースインスタンスとセント

ラルサービスインスタンス (ASCSおよびSCS)は、2つの異なる LifeKeeper階層によって保護することを

推奨します。これらは、異なるサーバ上で実行することも、同一サーバ上で実行することも可能です。  

設定に関する注記

以下は、HAクラスタ環境で実行するためのSAPの設定に関する技術的な注記です。SAPを

LifeKeeperで保護するための操作手順については、関連するトピックを参照してください。

ディレクトリ構造

仮想サーバ名
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ABAP+Javaの設定 (ASCSおよびSCS)

SAPヘルスモニタリング

SAPライセンス

自動スイッチバック

その他の注記

ABAP+Java の設定 (ASCS および SCS)
ABAP+Javaの設定は、次のインストールで構成されます。

l ABAPセントラルサービスインスタンス (ASCSインスタンス)

l ASCSインスタンス用エンキューレプリケーションサーバインスタンス (ERSインスタンス) (オプション)
(ASCSインスタンスとSCSインスタンスの両方は、自身のERSインスタンスを持つ必要がある)

l Java用セントラルサービスインスタンス (SCSインスタンス)

l SCSインスタンス用エンキューレプリケーションサーバインスタンス (ERSインスタンス) (オプション)

l データベースインスタンス (DBインスタンス) - ABAPスタックとJavaスタックは、同一のデータベース

内で独自のデータベーススキーマを使用します。

l プライマリアプリケーションサーバインスタンス (PAS)

l 追加のアプリケーションサーバインスタンス (AAS) -追加のアプリケーションサーバインスタンス

(AAS)を、プライマリアプリケーションサーバインスタンス (PAS)ホストとは別のホストにインストール

することを推奨します。
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SAPデュアルスタック (ABAP+Java)システム向けスイッチオーバクラスタ

SAPデュアルスタック (ABAP+Java)システム向けスイッチオーバクラスタ

上の例において、ASCS とSCSは、データベースとは別のリソース階層にあり、これらのセントラルサービ

スインスタンスは、データベースとは異なるサーバで起動しています。
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SAP階層の例

SAP階層の例
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ABAP SCS (ASCS)

ABAP SCS (ASCS)
ABAPのみの設定は、次のインストールで構成されます。

l ABAPセントラルサービスインスタンス (ASCSインスタンス)

l ASCSインスタンス用エンキューレプリケーションサーバインスタンス (ERSインスタンス) (オプション)

l データベースインスタンス (DBインスタンス) 

l プライマリアプリケーションサーバインスタンス (PAS)

l 追加のアプリケーションサーバインスタンス (AAS) -追加のアプリケーションサーバインスタンス

(AAS)を、プライマリアプリケーションサーバインスタンス (PAS)ホストとは別のホストにインストール

することを推奨します。

SAP ABAPのみの (ASCS)システム向けスイッチオーバクラスタ

上の例において、ASCSは、データベースとは別のリソース階層にあります。同一サーバ上でデータベー

スとしてアクティブでも、別々にフェイルオーバできます。
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Javaのみの構成 (SCS)

Java のみの構成 (SCS)
Javaのみの構成は、次のインストールで構成されます。

l Java用セントラルサービスインスタンス (SCSインスタンス)

l SCSインスタンス用エンキューレプリケーションサーバインスタンス (ERSインスタンス) (オプション)

l データベースインスタンス (DBインスタンス) 

l プライマリアプリケーションサーバインスタンス (PAS)

l 追加のアプリケーションサーバインスタンス (AAS) -追加のアプリケーションサーバインスタンス

(AAS)を、プライマリアプリケーションサーバインスタンス (PAS)ホストとは別のホストにインストール

することを推奨します。

Javaのみのシステム (SCS)向けスイッチオーバクラスタ
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ディレクトリ構造

上の例において、SCSは、データベースとは別のリソース階層にあります。同一サーバ上でデータベース

としてアクティブでも、別々にフェイルオーバできます。

ディレクトリ構造

データベースのディレクトリ構造は、SAPシステムと合わせて使用する各データベース管理システムによっ

て異なります。使用するデータベースのディレクトリ構造の詳細については、データベース管理システム

固有のSAP Installation Guideを参照してください。データベース向け LifeKeeper Recovery Kitで保護

するには、すべてのデータベースファイルを共有ディスク上に配置する必要があります。データベースの保

護に関する詳細については、データベースごとのRecovery Kit ドキュメンテーションを参照してください。

このセクションで説明するSAPディレクトリの図解については、下のディレクトリ構造図を参照してくださ

い。

インストール中に作成されるディレクトリの種類は、次の通りです。

物理的に共有されたディレクトリ (グローバルホスト上にあり、NFSで共有される)

/<sapmnt>/<SAPSID> - 1つのSAPシステム用のソフトウェアとデータ (同一のSAPシステムに

属するすべてのホストにマウントする必要がある)

/usr/sap/trans -グローバルトランスポートディレクトリ (エクスポートポイントを持つ必要がある)

以下のローカルディレクトリを持つ /usr/sapなどのノードにバインディングされている論理的に共有された

ディレクトリ (ローカルホスト上にあり、グローバルホストにシンボリックリンクを持つ)

/usr/sap/<SAPSID>

/usr/sap/<SAPSID>/SYS

/usr/sap/hostctrl

以下のような SAPインスタンスを含むローカルディレクトリ (ローカルホスト上にあり、共有されている)

/usr/sap/<SAPSID>/DVEBMGS<No.> --プライマリアプリケーションサーバインスタンスのディレク

トリ

/usr/sap/<SAPSID>/D<No.> --アプリケーションサーバインスタンスの追加ディレクトリ

/usr/sap/<SAPSID>/ASCS<No.> --ABAPセントラルサービスインスタンス (ASCS)のディレクト

リ

/usr/sap/<SAPSID>/SCS<No.> -- Javaセントラルサービスインスタンス (SCS)のディレクトリ

/usr/sap/<SAPSID>/ERS<No.> -- ASCSおよびSCS向けエンキューレプリケーションサーバイ

ンスタンス (ERS)のディレクトリ

SAPディレクトリ/sapmnt/<SAPSID>および /usr/sap/transは、NFSからマウントされます。ただ

し、SAPインスタンスディレクトリ (/usr/sap/<SAPSID>/<INSTTYPE><No.>)は、常に、現在インスタン

スを実行しているクラスタノード上にマウントする必要があります。このようなディレクトリをNFSでマウント

しないでください。必要なディレクトリ構造は、選択された構成によって変わります。必要なディレクトリ

構造を決める問題はいくつかあります。
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NFSマウントポイントと inode
LifeKeeperは、 inodeを使用して NFS共有情報を管理するため、各 NFS共有は固有の inodeを持

つ必要があります。すべてのファイルシステムのルートディレクトリは同じ inodeを持つため、NFS共有を

LifeKeeperで保護するためには、ルートから少なくとも 1つ下のディレクトリ階層にある必要があります。

例えば、上記の情報に留意して、 /usr/sap/transディレクトリをSAPサーバ上で NFS共有する場合、

共有ストレージデバイス上に /transディレクトリが作成されます。これには、共有ストレージデバイスを

/usr/sapとしてマウントする必要があります。しかしながら、この配置で要求されるように、すべてのファイ

ルを共有ストレージ上の /usr/sap配下に置くことは必ずしも望ましくありません。この問題を回避するた

め、NFS共有されているディレクトリを含むすべての共有ファイルシステムをマウントするための /exports
ディレクトリツリーを作成し、その後で SAPディレクトリと /exportsディレクトリ間にソフトリンクを作成する

か、もしくは、このNFS共有ディレクトリをローカルにNFSマウントすることを推奨します。(注記 : ここで

/exports と呼ぶディレクトリの名前は、ユーザの好みによって変更できますが、説明を分かりやすくするた

め、このドキュメンテーションではこのディレクトリを /exports と呼びます。)例えば、このSAPプライマリサー

バの例に関する次のディレクトリとリンク /マウントは、以下のようになります。

/usr/sap/trans共有の場合

ディレクトリ 備考

/trans 共有ファイルシステム上に作成され、NFSで共有

/exports/usr/sap / (共有ファイルシステム上 )にマウント

/usr/sap/trans /exports/usr/sap/transにソフトリンク

同様に、<sapmnt>/<SAPSID>共有に対する以下のディレクトリとリンクは、次のようになります。

<sapmnt>/<SAPSID> 共有の場合

ディレクトリ 備考

/<SAPSID> 共有ファイルシステム上に作成され、NFSで共有

/exports/sapmnt / (共有ファイルシステム上 )にマウント

<sapmnt>/<SAPSID> <virtual SAP server>: /exports/sapmnt/<SAPSIDにNFSマウント>

すべてのディレクトリ構造とリンクを作成するための詳細な手順を、本ドキュメンテーションの設定手順

で後述します。 inode競合の詳細と、NFSv4の新機能を使用するための情報については、NFS
Server Recovery Kit ドキュメンテーションを参照してください。

ローカルNFSマウント

LifeKeeper環境のSAPに推奨されるディレクトリ構造では、1つまたは複数のSAPシステムディレクト

リについてローカルにマウントされたNFS共有が要求されます。いずれかのローカルにマウントされた

NFS共有のNFSエクスポートポイントが使用不可になると、エクスポートポイントが使用可能になるの

を待機する間、システムがハングすることがあります。システムの再起動を含め、多くのシステム操作が

正しく動作しません。SAPクラスタのNFSサーバを LifeKeeperで保護する必要があり、ローカルマウント

ポイントが存在する間は手動でサービス休止状態にしてはならないことに注意してください。
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NFSマウントとsu

不注意で NFSサーバを停止してクラスタをハングさせないよう、NFSの考慮事項トピックに記載した推

奨事項に従ってください。また、すべてのNFS共有を「intr」マウントオプションを使用してマウントすると、

アクセス不可のNFS共有に起因するプロセスを killすることができるため役立ちます。

NFSマウントと su
LifeKeeperは、多くのデータベース作業およびSAP作業を、su - <admin name> -c

<command>コマンド構文を使用してデータベース処理およびSAP処理を実行することで実現しま

す。このような方法で呼び出された場合、suコマンドにより、管理者のホームディレクトリにあるログイン

スクリプトが実行されます。これらのログインスクリプトは、環境変数をさまざまな SAPパスに設定しま

す。その一部は、NFSマウントされた共有に存在する可能性があります。これらのNFS共有が何らか

の理由で利用できない場合、su呼び出しは、NFS共有が利用可能になるのを待機してハングしま

す。

ハングスクリプトは LifeKeeperの正常実行を妨げる可能性があるため、この潜在的な問題に対処する

よう、サーバを設定することが望まれます。SAP リソースの削除、リストア、監視処理を行う LifeKeeper
スクリプトは、これらのスクリプトがいつまでもハングし続けることを防止するタイマを内蔵しています。その

ため、SAP Application Recovery Kitでは、NFSハングに対処するための設定作業は必要ありませ

ん。

それでも、利用不可能な NFS共有によって影響を受ける手動の処理は数多く存在することに注意

してください。手動で LifeKeeper処理を実行する前に、必ず、すべてのNFS共有が利用可能である

ことを確認する必要があります。

<INST> ディレクトリの場所

/usr/sap/<SAPSID>パスはNFS共有ではないため、ファイルシステムのルートディレクトリにマウントでき

ます。 /usr/sap/<SAPSID>パスには、サーバ上で実行可能な SAPインスタンスごとに、SYSサブディレ

クトリと<INST>サブディレクトリが含まれています。構成によっては、<INST>ディレクトリは 1つしかない

ため、共有ファイルシステム上の /usr/sap/<SAPSID>配下に置くことができます。ただし、他の構成で

は、バックアップサーバもローカルASインスタンスを含む可能性があり、その<INST>ディレクトリは常に

利用できるわけではないため、共有ファイルシステム上に置くことはできません。この問題を解決するた

め、特定の設定では、PAS、ASCS、または SCS
の/usr/sap/<SAPSID>/<INST>、 /usr/sap/<SAPSID>/<ASCS-INST>、または

/usr/sap/<SAPSID>/<SCS-INST>ディレクトリは /usr/sap/<SAPSID>ではなく共有ファイルシステムに

マウントし、ASの /usr/sap/<SAPSID>/SYSおよび /usr/sap/<SAPSID>/<AS-INST>はローカルサーバ

上に置いてください。

例えば、ABAP+Java構成では、次のディレクトリとマウントポイントを作成する必要があります。

ディレクトリ 備考

/usr/sap/<SAPSID>/DVEBMGS<No.> / (共有ファイルシステム上 )にマウント

/usr/sap/<SAPSID>/SCS<No.> / (共有ファイルシステム上 )にマウント

/usr/sap/<SAPSID>/ERS<No.> / (共有ファイルシステム上 )にマウント

/usr/sap/<SAPSID>/ASCS<Instance No.> / (共有ファイルシステム上 )にマウント

/usr/sap/<SAPSID>/ERS<No.> / (共有ファイルシステム上 )にマウント

/usr/sap/<SAPSID>/AS<Instance No.> バックアップサーバ上のASに作成
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ディレクトリ構造図

注記 :エンキューレプリケーションサーバ (ERS)は、クラスタの各ノードで実行されます。各レプリケーショ

ンサーバは、定期的にSPSにポーリングを行い、SPSがバックアップノードで実行中かどうか確認しま

す。フェイルオーバが起きた場合にエンキューサーバが再起動するのはこのノードになります。このノード

で実行中のレプリケーションサーバがアクティブになり、レプリケーションを開始します。その他の

LifeKeeperサーバは何もしません。すべてのレプリケーションサーバは、バックアップノードが変更されたか

どうかを判断するために定期的にSPSに問い合わせます (変更は常時起こり得ます)。バックアップノー

ドが変更されると、アクティブなレプリケーションサーバは非アクティブになります (このサーバはエンキュー

サーバとの接続を閉じ、レプリケーションテーブルを削除します)。新しいバックアップノード上の、今まで非

アクティブだったレプリケーションサーバがアクティブになります (このサーバはエンキューサーバに接続し、レ

プリケーションテーブルを作成します)。レプリケーションサーバはバックアップノードで常にアクティブなた

め、SPSで保護されたファイルシステムにレプリケーションサーバを置くことはできません。レプリケーション

サーバがバックアップノードでアクティブなとき、ファイルシステムはプライマリノード側でアクティブになってい

るからです。したがって、ERSが使用するファイルシステムは、すべてのクラスタノードでローカルにマウント

するか、NASからマウントする必要があります。

ディレクトリ構造図

ABAPのみの環境を LifeKeeperで保護するために必要なディレクトリ構造を、下図に示します。図内

で使用されている略語の説明については、略語と定義セクションを参照してください。

ディレクトリ構造の例
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凡例

凡例

ディレクトリ構造のオプション

このドキュメンテーションに示す設定手順は、上に示したディレクトリ構造および図に基づきます。これ

は、SIOS Technology Corpによってテストおよび認証済みの、推奨ディレクトリ構造です。

すべてがテストされているわけではありませんが、SAP Recovery Kitが正しく動作する、その他のディレク

トリ構造のバリエーションも存在します。ディレクトリ構造のバリエーションの設定については、以下の指

針に従う必要があります。

l /usr/sap/transディレクトリは、ネットワーク上でアクセス可能な任意のサーバ上にホストで

き、PASサーバである必要はない。 /usr/sap/transディレクトリにPASからリモートでアクセスする

場合、このディレクトリへのアクセスがミッションクリティカルであるかどうか判断する必要がある。ミッ

ションクリティカルであれば、LifeKeeperで保護する。これには、ディレクトリが共有または複製ファ

イルシステムにあり、NFS Server Recovery Kitによって保護されていることが必要である。NFS
を使用せずに /usr/sap/transディレクトリをすべてのSAPインスタンスから利用可能にする方法

があれば、それを使用してもよい。

l /usr/sap/transディレクトリは、PASサーバに配置されているかどうかに関わらず､NFS共有され

ている必要はない。

l /usr/sap/transディレクトリは、NFS共有または LifeKeeperで保護されていない場合、共有ファ

イルシステム上に置く必要はない。

l 図示したNFSファイルシステムをエクスポートするために使用されるディレクトリ構造とパス名は、

単なる例である。パス /exports/usr/sapは、 /exports/sapまたは単に /sapにしてもよい。

l /usr/sap/<SAPSID>/<INST>パスは、共有ファイルシステム上のいずれかのレベルにある必要が

ある。このパスのどの部分がファイルシステムのマウントポイントであるかは関係な

い。 /usr、 /usr/sap、 /usr/sap/<SAPSID>、または/usr/sap/<SAPSID>/<INST>のいずれも可能
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仮想サーバ名

である。

l /sapmnt/<SAPSID>パスは、共有ファイルシステム上のいずれかのレベルにある必要がある。設

定図では、このパスはNFSマウントとして図示されている。これは SAPの要件である

が、LifeKeeperの要件ではない。

仮想サーバ名

SAPアプリケーションサーバとSAPクライアントは、PASインスタンスが実行中のサーバの名前を使用し

て、SAPプライマリアプリケーションサーバ (PAS)と通信します。同様に、SAP PASは、データベース

(DB)と、DBサーバの名前を使用して通信します。HAクラスタでは、PASは、常にプライマリサーバまた

はバックアップサーバのいずれかで実行されます。どちらのサーバでアクティブになっているかに関わらず、そ

の他のサーバとクライアントがPASにシームレスに接続できるようにするため、PAS とのすべての通信に

仮想サーバ名を使用します。また、仮想サーバ名は、PASが実行されているどちらのサーバでもアクティ

ブにできる切り替え可能 IPアドレスにもマッピングされます。

切り替え可能 IPアドレスは、LifeKeeperによって、 IP Recovery Kitを使用して作成および処理されま

す。仮想サーバ名は、仮想サーバ名 /切り替え可能 IPアドレスのマッピングをDNSに追加するか、す

べてのサーバおよびクライアントのホストファイルに追加することにより、手動で設定されます。この仕組み

の詳細については、 IPローカルリカバリトピックを参照してください。

さらに、仮想サーバ名を物理サーバ名の代わりに使用するよう、SAP設定ファイルを変更する必要が

あります。これについては、インストールセクションで詳しく説明されており、その他にも LifeKeeperで
SAPを設定するための手順が記載されています。

注記 : SAPアプリケーションサーバ階層とNFSサーバ階層では、別々の切り替え可能 IPアドレスを使

用することを推奨します。これにより、NFSクライアントで使用される IPアドレスとSAPクライアントで使

用される IP との分離を維持できます。

SAP ヘルスモニタリング

LifeKeeperは、プライマリアプリケーションサーバ (PAS)インスタンスの状態を監視し、SAPが正しく機能

していないと判断した場合、リカバリ処理を開始します。

そのステータスは、GUIの [Properties Panel] とCLIを通じて、グレー (未知 /非アクティブ/オフライン)、赤

(障害発生 )、黄 (問題 )、または緑 (良好 )として、ユーザに返されます。

インスタンスのステータスがグレーの場合、状態は未知であるか、情報が利用できません。  

インスタンスのステータスが赤の場合、リソースは障害状態とみなされ、LifeKeeperは適切なリカバリ処

理を開始します。

インスタンスのステータスが黄 ,の場合、定義されたインスタンスについて、SAPプロセスに問題がある可

能性を示します。黄色のステータスのデフォルト動作は、リカバリを開始することなく監視を続行すること

です。  

デフォルト動作は、このオプションをGUI リソースメニューで設定することで変更できます。

1. インスタンスを右クリックします。

2. [Handle Warnings]を選択します。
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SAPライセンス

3. 以下の画面が表示され、[Fail on Warnings]を選択できます。  

[Yes]を選択すると、黄色の警告はエラーとして扱われて、リカバリが開始されます。

注記 :黄は過渡的な状態であり、ほとんどの場合は障害を表すものではないため、この設定

はデフォルト選択の [No]のままにすることを強くお勧めします。

SAP ライセンス

HAクラスタ環境では、SAPは、プライマリサーバとバックアップサーバの両方で実行できるよう設定されま

す。SAPライセンススキームはハードウェア依存であるため、SAPが実行される各サーバについて個別

のライセンスが必要になります。そのため、プライマリサーバとバックアップサーバの両方について、SAPラ

イセンスを取得しインストールする必要があります。
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自動スイッチバック

自動スイッチバック

アクティブ /アクティブ構成において、SAPプライマリアプリケーションサーバインスタンス (PAS)、ABAP
SAPセントラルサービスインスタンス (ASCS)、または SAPセントラルサービスインスタンス (SCS)の階層

とデータベース (DB)階層は独立しており、通常動作中は異なるサーバ上で In Serviceの状態になり

ます。しかし、いずれかのサーバがメンテナンス中の場合など、両方の階層が同一のサーバ上で In
Serviceになることもあります。いずれかのサーバ上で両方のリソース階層が In Serviceの場合に、両方

のサーバがダウンした後、サーバが再起動するとき、SAP階層の in-service操作のタイムアウト前に、

データベース階層が In Serviceになることが重要です。LifeKeeperは、起動中に階層の in-service処
理を段階的に行うため、LifeKeeperがSAPを先に起動した場合、データベースの in-service処理は

SAPの in-service処理の終了を待機し、SAPの in-service処理はデータベースが利用可能になるの

を待機します。しかし、DBのリストア処理は PAS、ASCS、または SCS リストアが完了した後に初めて

開始できるため、データベースが利用可能になることはありません。このデッドロック状態

は、PAS、ASCS、または SCSのリストア処理がタイムアウトするまで持続します。(注記 : SAPは、10
分後にタイムアウトして失敗します。)

デッドロックシナリオを回避するため、この設定では、両方のリソース階層にAutomatic Switchbackを
設定しておくことが重要です。これで、LifeKeeperの起動中に、最も高い優先順位を持つサーバ上 (こ
の場合、2つの異なるサーバ)で強制的に各階層をリストアすることになります。異なるサーバ上での

LifeKeeperの restore処理は並列に実行できるため、デッドロック状態を回避できます。

その他の注記

次の項目については、HAクラスタ環境において特別な設定手順が必要になります。以下の項目それ

ぞれの設定要件に関する情報については、SAPWeb Application Server in Switchover
Environments ドキュメントを参照してください。

l ログイングループ

l SAPスプーラ

l バッチジョブ

l SAPルータ

l SAPシステムアップグレード
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Chapter 4: インストール

設定 / インストール

LifeKeeperを使用して SAP リソース階層を作成する前に、以下の作業を下記に推奨する順序で実

施してください。以下に記載されていない追加の非 HA固有の設定作業を行う必要があることに注

意してください。詳細については、SAPインストールガイドを参照してください。

以下の作業では、「SAP プライマリサーバ」および「SAP バックアップサーバ」を参照しています。SAP プ

ライマリサーバは、通常動作時にセントラルサービスが実行されるサーバです。SAP バックアップサーバ

は、SAPプライマリサーバに障害が発生したときにセントラルサービスが実行されるサーバです。

必ずしも必須ではありませんが、以下の操作手順には、使用する前にすべての共有ファイルシステムを

LifeKeeperで保護する推奨手順が含まれています。共有ファイルシステムは、LifeKeeperで保護する

前は両方のサーバからアクセス可能であるため、データが破壊される可能性があります。LifeKeeperで
ファイルシステムを保護することで、データへのアクセスを 1つのサーバに留めます。

SAPをインストールする前に

以下のトピックの作業は、SAPソフトウェアをインストールする前に行う必要があります。記載されている

順序に従って、作業を行ってください。また、NetWeaver環境でのインストールを予定している場

合、SAP ドキュメントのSAPWeb Application Server in Switchover Environmentsを参照してくださ

い。

設定の計画

SAP ソフトウェアのインストール

以下の作業は、SAPソフトウェアを高可用性環境にインストールするために必要です。記載されてい

る順序に従って、作業を行ってください。詳細については、各作業をクリックしてください。SAPのインス

トール手順の詳細については、関連するSAPインストールガイドを参照してください。

プライマリサーバのインストール

コアサービス、ABAPセントラルサービス (ASCS)、および Javaセントラルサービス (SCS)の
インストール

データベースのインストール

プライマリアプリケーションサーバインスタンスのインストール

追加のアプリケーションサーバインスタンスのインストール
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バックアップサーバのインストール

バックアップサーバのインストール

バックアップサーバへのインストール

LifeKeeperのインストール

LifeKeeperのインストール

ファイルシステムとディレクトリ構造の作成

共有ディスクおよびLifeKeeperへのデータ移動

SAP Recovery Kitの旧バージョンからのアップグレード

LifeKeeperでのSAPの設定

リソース設定作業

以下の作業では、LifeKeeper GUIの [Edit]ニューからオプション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。それぞれの設定作業は、ツールバーから選択

することもできます。または、状況表示ウィンドウのリソース階層ツリー (左側のペイン)のグローバ

ルリソースを右クリックして、[Edit]メニューと同じドロップダウンメニューの選択項目を表示するこ

ともできます。言うまでもなく、これは階層がすでに存在している場合にだけ可能な方法です。

または、状況表示ウィンドウのリソース階層表 (右側のペイン)のリソースインスタンスを右クリック

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

を実行することもできます。

IP リソース

SAP リソース階層の作成

リソース階層の削除

リソース階層の拡張

リソース階層の拡張解除

共通のRecovery Kit作業

コマンドラインによるSAPの設定

SAP リソース階層のテスト

SAPソフトウェアに対して LifeKeeper保護を構築した後、そのSAP階層を徹底的にテストする必要

があります。記載されている順序に従って、作業を行ってください。

テストの準備

テストの実行
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設定の計画

設定の計画

1. 使用する設定を決定してください。必要な作業は、設定によって異なります。

2. SAPシステム全体の /usr/sap/transディレクトリをSAPプライマリアプリケーションサーバ上にホス

トするか、ファイルサーバ上にホストするかを決定してください。NFSで共有され完全にアクセス

可能である限り、どちらにホストしても構いません。SAPプライマリアプリケーションサーバ上にホス

トして共有ファイルシステム上に置く場合、LifeKeeperで保護し、SAP階層内に含める必要が

あります。

3. SAP Installation Guideに記載されているSAPおよびデータベースのストレージ要件を考慮して

ください。大部分のSAPファイルは、共有ストレージ上にインストールする必要があります。どの

データベースファイルが共有ストレージにインストールされ、どのデータベースファイルがローカルにイ

ンストールされるかについては、データベース固有リカバリキットの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。SAP環境では、SAPがデータベースバイナリにローカルアクセス

を必要とするため、これらはローカルにインストールする必要があることに注意してください。以上

の要件を満たして、使用する共有ストレージに最適な使用方法を決定してください。

また、共有ストレージリソースがLifeKeeperの保護下にある場合、そのリソースに一度にアクセ

ス可能なサーバは 1つだけになることに注意してください。共有デバイスがディスクアレイである場

合、LUN全体が保護されます。共有デバイスがディスクである場合、ディスク全体が保護されま

す。そのため、単一ボリュームに配置されているすべてのファイルシステムは、LifeKeeperによって

まとめて制御されます。これは、データベース用に 1つ、SAP用に 1つの、少なくとも 2つの論理

ボリューム (LUN)を用意する必要があることを意味します。  

4. フェイルオーバ時にシステムを識別するため、仮想ホスト名が必要になります。使用する仮想ホ

スト名 1つにつき 1つの新しい IPアドレスが必要です。この仮想ホスト名がDNS (ドメインネー

ムシステム)設定で正しく解決できることを確認したら、以下の手順に進みます。

a. 以下のコマンドを使用して、新しい仮想 IPアドレスを作成してください。

ifconfig eth0:1 {IPADDRESS} netmask {255.255.252.0} (使用設定に

合わせて、適切なネットマスクを使用してください)

注記 : これらの新しい仮想 IPアドレスの検証は、LifeKeeper 7.3以前の場

合、ifconfig と ip addr show コマンドのどちらを使用しても実行可能で

す。LifeKeeper 7.4以降の場合、 ip addr showコマンドを使用する必要がありま

す。

b. eth0:2のデータベース仮想 IPについても繰り返します。

切り替え可能 IPアドレスを仮想サーバ名と関連付けするため、 /etc/hostsを編集し、新しい仮

想 IPアドレスを追加してください。

注記 : プライマリアプリケーションサーバとデータベースが常に同一のサーバ上で実行され、その通

信が常にローカルである場合、この手順は必須ではありません。しかし、いつか異なるサーバで

実行する場合に備えて、プライマリアプリケーションサーバとデータベースに対し、別々の切り替え

可能 IPアドレスおよび仮想サーバ名を用意することを推奨します。

5. 両方マシンでキャッシングデーモンを停止してください。

rcnscd stop
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重要事項

6. ソフトウェアをマウントしてください。

mount //{path of software} (no password needed)

7. Xセッション (ssh -Xまたは VNCセッション、Microsoft Windowsユーザの場合、 Hummingbird
Exceed X Windowsを使用可能 )を実行してください。

注記 : sapinst が実行されている場合、ディレクトリは /tmp配下に抽出されます。

重要事項

LifeKeeper SAP Recovery Kitは、インストールされているSAP Host Agentに依存します。このソフトウ

ェアがインストールされていない場合、LifeKeeper SAP Kitはインストールされません。SAP Netweaver
Version 7.3ではこのHost Agentが提供されていますが、それより前のバージョンでは SAPからダウン

ロードする必要があります。使用する特定のバージョンについては、SAPのヘルプを参照することをお勧

めします。また、詳細なドキュメンテーションをヘルプフォーラム (help.sap.com)で入手できます。

l RPMまたは SAR フォーマットのsaphostexecモジュールを、SAPからダウンロードできます。

l モジュールが正しくインストールされているか確認するには、いくつかのモジュール

(saposcol、saphostexec、saphostctrl)を検索します。SAPがインストールされている場合、通

常これらのモジュールが見つかります (一般的に /usr/sapディレクトリ)。

コアサービスのインストール

ソフトウェアをインストールする前に、すべてのサーバ上で日付と時刻が同期していることを確認してくだ

さい。これは、LifeKeeperとSAPの両方にとって重要です。

コアサービス、ABAPセントラルサービス (ASCS)および Javaセントラルサービス (SCS)は、単一障害点

(SPOF)であり、LifeKeeperで保護する必要があります。適切な SAPインストールガイドを使用して、

コアサービスをSAPプライマリサーバ上にインストールしてください。  

インストール上の注記

l 設定の計画トピックで作成した必要な仮想ホスト名を使用するには、SAPinst開始前に

SAPinst プロパティのSAPINST_USE_HOSTNAMEを設定し、必要な仮想ホスト名を指定し

ます。(注記 :SAPINST_USE_HOSTNAME仮想 IPアドレスは、後で LifeKeeperで SAP リ

ソースを作成するときに使用するため、記録しておいてください。)

次のコマンドを実行 : ./sapinst SAPINST_USE_HOSTNAME={hostname}

l 7つの段階で、コアサービスを作成して、起動する必要があります。jdbcconnect.jarでパー

ミッションエラーが発生する場合、 /sapmnt/STC/exe/uc/linuxx86_64に移動し、ディレクトリとファ

イル jdbcconnect.jarを書き込み可能にしてください (chmod 777 ---)。

l 正常完了のメッセージが表示され、インストールが完了します。

データベースのインストール

1. dbaとoinstallのグループ IDをメモしてください。これは、バックアップマシンで必要になります。
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インストール上の注記

2. ソフトウェアのディレクトリに移動し、次のコマンドを実行してください。

./sapinst SAPINST_USE_HOSTNAME={database connectivity ip

address}

3. 適切な SAPインストールガイドを使用して、SAPinstを実行し、データベースインスタンスをイン

ストールしてください。

インストール上の注記

l SIOSは、orarunパッケージがデータベースインスタンスのインストール前に既にインストールされて

いる場合、orarunパッケージを削除することを推奨します (SAP ノート 1257556を参照 )。

l SAPinstウィンドウのデータベースインストールオプションは、Oracleを除き、データベースソフトウェ

アが既にインストールされていることを前提としています。Oracleデータベースの場合、SAPinst
はインストールを停止し、データベースソフトウェアのインストールを要求します。

l <DBSID>は、データベースインスタンスを識別します。SAPinstは、データベースインスタンスを

インストールスするときに <DBSID>の入力を要求します。<DBSID>は、<SAPSID> と同じにす

ることができます。

l SAPグローバルホスト以外のホストにデータベースをインストールする場合、SAPグローバルホス

トからグローバルディレクトリをマウントする必要があります。

l Listenerが起動される時点で問題が発生した場合、以下のコマンドを使用して終了させてくだ

さい。

(ps –ef | grep lsnrctl)

l SAPR3 とSAPR3DB のユーザ IDのパスワードをリセットするには、以下のコマンドを使用してく

ださい。  

brtools

データベースのインストールが完了したら、下のダイアログを閉じ、SAPのインストール、すなわちアプリ

ケーションサービスのインストールに進んでください。

プライマリアプリケーションサーバインスタンスのインストール

1. プライマリアプリケーションサーバインスタンスをインストールするには、先述したディレクトリから

sapinst を再実行します。

./sapinst SAPINST_USE_HOSTNAME=sap10

2. 要求された場合、[Primary Application Server Instance]を選択し、適切な SAPインストー

ルガイドを使用してインストールを続行します。  

インストール上の注記

l プライマリアプリケーションサーバインスタンスは、既に単一障害点 (SPOF)ではなくなっているた

め、クラスタの一部にする必要はありません。この時点で、SPOFは、クラスタによって保護されて

いるセントラルサービスインスタンス (SCSインスタンスおよびASCSインスタンス)内にあります。
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l プライマリアプリケーションサーバインスタンスのディレクトリの名前は、DVEBMGS<No>です

(<No>はインスタンス番号 )。

l [OK]メッセージを受信すると、アプリケーションサービスのインストールが完了します。

l レプリケートされたエンキューを 7.1上にインストールする場合、sapinst をそのまま実行しま

す。

追加のアプリケーションサーバインスタンスのインストール

冗長性を実現するため、追加のアプリケーションサーバインスタンスをインストールすることを推奨します。

アプリケーションサーバインスタンスは SPOFではないため、クラスタに含める必要はありません。

各追加アプリケーションサーバインスタンス上で、次の作業を実行してください。

1. SAPinst を実行し、追加のアプリケーションサーバインスタンスをインストールしてください。

2. 要求された場合、[Additional Application Server Instance]を選択し、適切な SAPインス

トールガイドを使用してインストールを続行します。  

バックアップサーバへのインストール

バックアップサーバでは、プライマリサーバ上で実行した以下のインストール手順をもう一度実行します。  

1. コアサービス、ABAPセントラルサービス (ASCS)、および Javaセントラルサービス (SCS)のインス

トール

2. データベースのインストール

3. アプリケーションサービスのインストール

SPS のインストール

SPS SAP Recovery Kitは、LifeKeeperバージョン 7.3と7.4でテストされています。バージョン 7.3を使

用している場合、受注時に提供されるパッチを適用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の両方において、LifeKeeperソフトウェアを次のリカバリキットを含め

てインストールしてください。

l SAP

l 適切なデータベース (Oracle、SAP DBなど)

l IP

l NFS

l NAS

1. 両方のマシンでOracle Listener とSAPを停止してください。
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例えば、Oracleユーザがorastcで、Oracle ListenerがLISTENER_STCで、SAPユーザが

stcadmの場合、次のようになります。

a. suコマンドでユーザorastcに切り替え、コマンド lsnrctl stop

LISTENER_STCを実行してください。

b. suコマンドでユーザstcadm に切り替え、コマンド stopsap sap{No.}を実

行してください。

c. rootユーザとして、SAPまたはOracleユーザプロセスが実行されていないことを確

認します。もし実行されている場合、「killall sapstartsrv」と入力してくだ

さい。このコマンドを実行した後もプロセスが存在する場合は、「ps –ef」を実行

して各プロセスを終了してください。

2. 両方のマシンで /etc/hostsを開き、ホストとDNSのエントリが正しく指定されていることを確認し

てください。

3. 現在のインターフェースから IPアドレスを停止および削除してください。注記 : この手順は、 IPア

ドレスを LifeKeeper IP Recovery Kitで保護する前に行う必要があります。

ifconfig eth0:1 down

ifconfig eth0:2 down

4. pingなどを使用して接続試行を行い、 IPアドレスが削除されていることを確認してください。

5. SPSインストールガイドに記載の手順に従って、プライマリサーバとバックアップサーバの両方に

SPSをインストールしてください (DE、コア、DataKeeper、LVM、およびライセンス)。Recovery Kit
を選択するよう求められたら、以下を選択してください。

SAP、適切なデータベース (Oracle)、 IP、NFS、NAS

インストールスクリプトが一定のチェックを実行します。以下の例に示すように、環境が正

しく設定されない場合、失敗することがあります。

SAP Services file /usr/sap/sapservices not found

SAP Installation is not valid; please check environment

and retry

error:%pre(steeleye-lkSAP-7.3.1-1.noarch) scriptlet

failed, exit status 2

error: install:%pre scriptlet failed (2), skipping

steeleye-lkSAP-7.3.1-1

上記の例では、期待されるSAPファイル、/usr/sap/sapservicesが欠落していま

す。インストールを続行する前に、環境が正しい状態になることはとても重要です。

リカバリキットのインストールおよびリソースを保護するためのサーバの設定に関する詳細

は、Recovery Kit ドキュメンテーションを参照してください。
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ファイルシステムとディレクトリ構造の作成

使用するデータベース管理システムによって多くの異なる設定が可能ですが、準拠すべき基本的なレ

イアウトを以下に示します。

l プライマリサーバとセカンダリサーバ間にコミュニケーションパスを確立する

l 仮想 IP リソースを etc/hostsに追加する

l ホストとデータベースについて仮想 IP リソースを作成する

l 共有ディスクを構築する

l SAP用のファイルシステムを (共有ディスク上に)作成する

l データベース用のファイルシステムを (共有ディスク上に)作成する

l メインSAPファイルシステムをマウントする

l マウントポイントを作成する

l PAS、SCS、ASCSディレクトリのほか、追加のアプリケーションサーバがある場合はそれもマウン

トする

データベースのディレクトリ構造の詳細については、データベース管理システム固有のSAPインストール

ガイドを参照してください。データベース用のLifeKeeper Recovery Kitの保護下に置くためには、すべ

てのデータベースファイルを共有ディスク上に配置する必要があります。データベースを保護するための

追加情報については、データベース固有のRecovery Kit ドキュメンテーションを参照してください。

以下の例は可能な設定の例にすぎませんが、これらの多くの設定例を理解し、設定規則に従うこと

は、ユーザのコンピューティング環境で実現可能なソリューションを明確にし、設定する上で役立ちま

す。

1. プライマリサーバのUIから、プライマリサーバとセカンダリサーバ間にコミュニケーションパスを確立し

てください。

2. 実際のプライマリおよびセカンダリ仮想 IPアドレスのエントリを /etc/hostsに追加してください。

3. プライマリサーバ上で LifeKeeperにログインし、ホストとデータベースの仮想 IP リソースを作成し

てください (例 : ip-db10と ip-sap10)。

4. 2台のマシン間に共有ディスクを構築してください。  

注記 :独立したフェイルオーバを可能にするため、データベース用に 1つのLUN、SAPデータ用

に 1つのLUNを用意することを推奨します。  

5. 設定によっては、次の作業を完了させる必要があります。

l 物理デバイスを作成する

l ボリュームグループを作成する

l SAP用の論理ボリュームを作成する

l データベース用の論理ボリュームを作成する
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6. 共有ストレージ上にSAP用のファイルシステム (すなわ

ち、sapmnt、saptrans、ASCS{No}、SCS{No}、DVEBMGS{No})を作成してください。注記 :す
べてを共有ストレージ上に配置するためには、SAPを停止する必要があります。

7. データベースに必要なすべてのファイルシステムを作成してください (例 :
mirrlogA、mirrlogB、origlogA、origlogB、sapdata1、sapdata2、sapdata3、sapdata4、oraarch、-
saparch、sapreorg、saptrace、oraflash -- mkfs -t ext3 /dev/oracle/mirrlogA)。

注記 :データベース固有のリカバリキットについては、 SPS for Linuxテクニカルドキュメンテーション

を参照し、LifeKeeperで作成および保護する必要のあるファイルシステムに関する追加情報に

ついては、Component Installation Guide SAPWeb Application Serverを参照してください。

8. メインSAPファイルシステムにマウントポイントを作成し、マウントしてください (必要な場合 )。追

加情報については、NFSマウントポイントと inode トピックを参照してください。(注記 :/exportsデ
ィレクトリは、ファイルシステムをマウントするために使用されました。)

mount /dev/sap/sapmnt /exports/sapmnt

mount /dev/sap/saptrans /exports/saptrans

9. 以下のコマンドを使用して、一時的なマウントポイントを作成してください。

mkdir /tmp/m{No}

10. 3つのSAP ディレクトリをマウントしてください (以下のマウントポイントは、外部 NFS を使用す

る場合もそうでない場合も存在するそれぞれのアプリケーションサーバで必要です)。

mount /dev/sap/ASCS00 /tmp/m1

mount /dev/sap/SCS01 /tmp/m2

mount /dev/sap/DVEBMGS02 /tmp/m3

共有ディスクおよびLifeKeeperへのデータ移動 .に進みます。

共有ディスクおよび LifeKeeperへのデータ移動

次の手順は、Oracleを使用する場合の例です。

開始する前に: プライマリサーバとバックアップサーバは、2台のサーバに指定されています。この手順の

最後に、これらの役割が予約されます。まずは手順を最後まで通して読み、どのマシンをプライマリに

し、どのマシンをバックアップにするのが良いかを計画することを推奨します。この手順を最後まで行うと、

プライマリの役割とバックアップの役割が交換可能になります。特定の環境ではあるマシンがプライマリ

で、あるマシンがバックアップになることを考慮し、その構成方法を理解することが重要です。

1. ディレクトリを /usr/sap/DEVに変更し、各サブディレクトリに移動し、データをコピーしてください。

l cd ASCS{No.}

l cp –a * /tmp/m1

l cd ../SCS{No.}

l cp –a * /tmp/m2
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l cd ../DVEBMGS{No.}

l cp –a * /tmp/m3

2. これらの一時ディレクトリを正しいユーザ権限に変更してください。

chown stcadm:sapsys /tmp/m1 (repeat for m2 and m3)

3. umount /tmp/m1を使用してこれらの3つの一時ディレクトリをアンマウントし、m2とm3につ

いても同様に行ってください。

4. デバイスを古いディレクトリに再マウントしてください。

mount /dev/sap/ASCS{No.} /usr/sap/STC/ASCS{No.}

mount /dev/sap/SCS{No.} /usr/sap/STC/SCS{No.}

mount /dev/sap/DVEBMGS{No.} /usr/sap/STC/DVEBMGS{No.}

5. Oracle用の13個の一時ディレクトリをマウントしてください。

mount /dev/oracle/sapdata1 /tmp/m1

mount /dev/oracle/sapdata2 /tmp/m2

mount /dev/oracle/sapdata3 /tmp/m3

mount /dev/oracle/sapdata4 /tmp/m4

mount /dev/oracle/mirrlogA /tmp/m5

mount /dev/oracle/mirrlogB /tmp/m6

mount /dev/oracle/origlogA /tmp/m7

mount /dev/oracle/origlogB /tmp/m8

mount /dev/oracle/saparch /tmp/m9

mount /dev/oracle/sapreorg /tmp/m10

mount /dev/oracle/saptrace /tmp/m11

mount /dev/oracle/oraarch /tmp/m12

mount /dev/oracle/oraflash /tmp/m13

6. ディレクトリを /oracle/STCに変更し、データをコピーしてください。

a. 各サブディレクトリに移動してください (cd sapdata1を実行し、cp –a * /tmp/m1

を実行する)

7. 前の手順を、上記の関係に示すように各サブディレクトリについて繰り返します。

8. これらの一時ディレクトリを正しいユーザ権限に変更してください。

chown orastc:dba /tmp/m1 (repeat for m2 to m12)
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9. すべての一時ディレクトリをアンマウントしてください。

umount /tmp/m*

10. デバイスを古いディレクトリに再マウントしてください。

mount /dev/oracle/sapdata1 /oracle/STC/sapdata1

11. リストされているすべてのディレクトリに対し、上記の手順を繰り返してください。

12. /etc/exportsディレクトリを編集し、SAPのメインディレクトリ用のマウントポイントを挿入してくださ

い。

/exports/sapmnt *(rw,sync,no_root_squash)

/exports/saptrans *(rw,sync,no_root_squash)

13. rcnfsserver start コマンド (これは SLES用のコマンドで、Redhatの場合はservice

nfs start)を使用して NFSサーバを起動してください。NFSサーバがすでにアクティブの場

合、「exportfs -va」を使用してこれらのマウントポイントをエクスポートする必要があります。

14. 次のマウントコマンドを実行します (udpの使用に注意してください。これはフェイルオーバとリカバ

リのために重要です)。

mount {virtual ip}:/exports/sapmnt/<SID> /sapmnt/<SID> -o

rw,sync,bg,intr,udp

mount {virtual ip}:/exports/saptrans /usr/sap/trans -

o rw,sync,bg,intr,udp

15. Oracleにログインし、Oracleを起動します (suコマンドで orastcに切り替えた後 )。

lsnrctl start LISTENER_STC

sqlplus / as sysdba

startup

16. SAPにログインし、SAPを起動します (suコマンドで stcadmに切り替えた後 )。

startsap sap{No.}

17. すべてのプロセスが起動されていることを確認してください。

ps –ef | grep en.sap (2 processes)

ps –ef | grep ms.sap (2 processes)

ps –ef | grep dw.sap (17 processes)

「SAP Logon」または「SAP GUI forWindows」は、SAP提供のWindows クライアントです。この

プログラムは、SAPのダウンロードサイトからダウンロードできます。[Properties]ページの

[Application Server]には、仮想 IPアドレスを使用できます。これにより、仮想 IPが存在するプ

ライマリマシンへの接続を確実にアクティブにすることができます。

18. SAP とOracle Listenerを停止してください。(注記 : ここで指定したユーザ (SID「STC」など)は
例です。実際の環境において、ユーザ IDは、SIDによって異なります (たとえば、xxxadmまたは
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oraxxx、ここで xxxは SID)。また、手順 cにおいて、Oracleへのログインとデータベースのシャット

ダウンに、Oracle提供のSQL*Plusユーティリティを使用しています。)

a. su to stcadm and enter command “stopsap sap{No.}”

b. su コマンドで orastc に切り替え、コマンド「lsnrctl stop LISTENER_STC」

を入力してください。

c. suコマンドで orastcに切り替え、「sqlplus sys as SYSDBA」を入力し、次

のコマンドを入力してください: shutdown at the command prompt"

d. コマンド「stopsap sap{No.}」を入力してください。

e. killall sapstartsrv as root

f. sapおよび oracle ユーザの残りのプロセスを終了してください。

19. すべてのファイルシステムをアンマウントしてください。

umount /usr/sap/trans

umount /sapmnt/STC

umount /oracle/STC/*

umount /usr/sap/STC/DVEBMGS{No.}

umount /usr/sap/STC/SCS{No.}

umount /usr/sap/STC/ASCS{No.}

20. コマンド「rcnfsserver stop」を使用して NFSサーバを停止し、アンマウントを実行してくだ

さい。

umount /exports/sapmnt

umount /exports/saptrans

21. /etc/exportsをバックアップシステムにコピーしてください。

scp /etc/exports (backup ip):/etc/exports

22. 論理ボリュームをプライマリ上で非アクティブ化してください。

lvchange –an oracle

lvchange –an sap

23. 対応するSAPディレクトリをバックアップシステム上に作成してください。

mkdir –p /exports/sapmnt

mkdir –p /exports/saptrans

24. 論理ボリュームをバックアップシステム上でアクティブ化してください。

lvchange -ay oracle

lvchange -ay sap
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注記 :ボリュームグループが構築されたとき、プライマリ上でストレージの再編成が発生した場

合、この手順で問題が発生する場合があります。バックアップを再起動することで、この問題を

解消できます。

25. バックアップマシンにディレクトリをマウントしてください。

mount /dev/sap/sapmnt /exports/sapmnt

mount /dev/sap/saptrans /export/saptrans

mount /dev/sap/ASCS00 /usr/sap/STC/ASCS{No.}

mount /dev/sap/SCS01 /usr/sap/STC/SCS{No.}

mount /dev/sap/DVEBMGS02 /usr/sap/STC/DVEBMGS{No.}

mount /dev/oracle/sapdata1 /oracle/STC/sapdata1

mount /dev/oracle/sapdata2 /oracle/STC/sapdata2

mount /dev/oracle/sapdata3 /oracle/STC/sapdata3

mount /dev/oracle/sapdata4 /oracle/STC/sapdata4

mount /dev/oracle/origlogA /oracle/STC/origlogA

mount /dev/oracle/origlogB /oracle/STC/origlogB

mount /dev/oracle/mirrlogA /oracle/STC/mirrlogA

mount /dev/oracle/mirrlogB /oracle/STC/mirrlogB

mount /dev/oracle/oraarch /oracle/STC/oraarch

mount /dev/oracle/saparch /oracle/STC/saparch

mount /dev/oracle/saptrace /oracle/STC/saptrace

mount /dev/oracle/sapreorg /oracle/STC/sapreorg

26. LifeKeeperを介して、 IPアドレスをバックアップシステムにスイッチオーバしてください。

27. NFSエクスポートをバックアップ上にマウントしてください。

mount sap{No.}:/exports/sapmnt/STC /sapmnt/STC

mount sap{No.}:/exports/saptrans/trans /usr/sap/trans

27. Oracleにログインし、Oracleを起動します (suコマンドで orastcに切り替えた後 )。

lsnrctl start LISTENER_STC

sqlplus / as sysdba

startup

28. SAPにログインし、SAPを起動します (suコマンドで stcadmに切り替えた後 )。

startsap sap{No.}
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29. LifeKeeperにログインし、プライマリとバックアップの優先インスタンスを切り替えてください (バックア

ップを高い優先度にする)。

30. 元のプライマリ上で、元のディレクトリを以下のように保存します。

mv /exports /exports-save

mv /usr/sap/STC/DVEBMGS{No.} /usr/sap/STC/DVEBMGS{No.}-save

(repeat for SCS{No.} and ASCS{No.})

mv /oracle/STC/sapdata1 /oracle/STC/sapdata1-save (repeat for

sapdata2, sapdata3, sapdata4, mirrlogA, mirrlogB, origlogA,

origlogB, sapreorg, saptrace, saparch, oraarch)

31. 「ファイルシステム」リソース、17個のマウントポイント (SAP用に 5個、Oracle用に 12個 )を 1つ
ずつ作成してください。

32. 元のプライマリを拡張してください。

LifeKeeperリソース階層とSAPクラスタが構築されました。(注記 : これは、DEVインスタンスからのスク

リーンショットです。)

SAP Recovery Kit の旧バージョンからのアップグレード

旧バージョンのSAP Recovery Kitからアップグレードするには、次の手順を実行してください。

1. アップグレードの前に、設定の計画トピックを読み直して、新しいソフトウェアによる影響をすべて

理解しているか確認してください。
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障害が発生した場合

注記 : SAP Netweaver 7.3より前のバージョンを実行している場合、SAPHOSTエージェントをイ

ンストールする必要があります。詳細については、「設定の計画」トピックの重要事項を参照し

てください。

現在の階層のスナップショットを取ることを推奨します。

2. SPS for Linux インストールガイドのSPSのアップグレードトピックの手順に従ってください。

既存の階層のバックアップが実行されます。その後、アップグレードにより旧階層が破壊され、新

しい階層が再作成されます。障害が発生した場合、以下の「障害が発生した場合」を参照し

てください。

3. アップグレードが終了したら、LifeKeeper GUIを停止してから再起動し、更新されたGUI クライ

アントをロードしてください。

LifeKeeper GUIサーバはページをキャッシュするため、新しいページを更新するために再起動が

必要になります。root として、コマンド「lkGUIserver restart」を入力すると、GUIサーバが

停止し再起動されます。このような再起動を実行する前に、すべてのクライアントを終了させてく

ださい。

注記 :すべてのLifeKeeperシステムを再起動する必要はなく、テストでシステムのリサイクルは要

求されませんが、実稼働環境では、一定時間のダウンタイムを計画し、正式なシステム準備

時間に行うことをお勧めします。

4. LifeKeeper UIにログインし、階層をチェックし、階層が正しいことを確認してください。

障害が発生した場合

アップグレードを再試行できます。アップグレードスクリプトは、 /tmpディレクトリに完全な状態で保存され

ています (lkcreatesaptmp)。これは、アップグレード中に使用される一時ファイルです。ここにコマンドが

記述され、階層を作成するために実行できます。

障害やエラーが発生した場合、または階層が正しくない可能性がある場合、次の手順を推奨しま

す。

1. /etc/init.d/lifekeeper stop-nofailoverを使用して LifeKeeperを停止してくださ

い。

2. 新しい rpm 「rpm -e steeleye-lkSAP」を削除してください。

3. 古い rpm 「rpm -i steeleye-lkSAP-6.2.0-5.noarch.rpm」をインストールしてください。

4. lkbackup -xを使用して古い階層をリストアしてください。

5. LifeKeeperを再起動してください。

6. SIOSサポートにお問い合わせください。サポートへのお問い合わせ前に、ログ、階層の前のスナ

ップショット、作成され障害が発生した階層、アップグレード中に表示されたエラーメッセージをお

手元に用意してください。

IP リソース

LifeKeeperリソース階層の設定を続行する前に、SAP リソースがフェイルオーバまたはスイッチオーバに
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SAP リソース階層の作成

使用する IPアドレスを決定してください。これは、通常、SAPのインストール中にパラメータ SAPINST_
USE_HOSTNAMEで使用した仮想 IPアドレスです。この IPアドレスは、クラスタ内のノード間で共有

される 1つの仮想 IPアドレスで、一度に 1つのノード上でアクティブになります。この IPアドレスは、デー

タベース階層を保護するために使用される IPアドレスとは異なります。これらの IPアドレスは、SAP リ

ソースを作成するときにも使用するので、メモしておいてください。

SAP リソース階層の作成

SAPシステムを保護するには、SAP階層が必要です。このSAP階層は、コア (セントラルサービス)リ
ソース、ERS リソース、プライマリリソース、セカンダリリソースで構成されます。この階層を作成するに

は、プライマリサーバから次の作業を実行してください。注記 :以下の例は、階層作成の指針として提

供するものです。実際の構成によって、作業は少々異なります。

コアリソースの作成

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]を選択してください。

ダイアログボックスが表示され、クラスタ内にインストールされ認識されているすべてのRecovery
Kitが、ドロップダウンリストボックスに一覧で示されます。ドロップダウンメニューから [SAP]を選択

します。

[Next]をクリックします。

ダイアログボックスで [Back]ボタンが有効な場合は、前のダイアログボックスに戻ることができま

す。これは、エラーが発生して、以前に入力した情報を訂正する必要がある場合に特に役立

ちます。

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、SAPインスタンスがサービス中に戻るときに、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 switchback]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 switchback]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。
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コアリソースの作成

3. SAP PAS、ASCS、または SCSを配置するサーバ (通常これは、プライマリサーバまたはテンプ

レートサーバと呼ばれます)を選択してください。クラスタ内のすべてのサーバがドロップダウンリスト

に表示されます。

[Next]をクリックします。

4. [SAP SID]を選択してください。これは、保護対象のSAP PAS、ASCS、または SCSシステム

のシステム識別子です。

[Next]をクリックします。

5. 保護対象のSIDに対するSAPインスタンス名 (例 : ASCS<No.>) (コアインスタンスが先 )を選

択してください。

[Next]をクリックします。

注記 :保護およびリカバリレベルのカスタマイズに関して、その他の画面が表示されることがありま

す。

6. [IP Child Resource]を選択してください。これは、一般的に、SAPインストール中にメモした仮

想ホスト IPアドレス (SAPINST_USE_HOSTNAME)か、フェイルオーバに必要な IPアドレスの

いずれかです。
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コアリソースの作成

7. [SAP Tag]を選択または入力します。これは、LifeKeeperがSAP階層に与えるタグ名です。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。デフォルトのタグは、SAP-
<SID>_<ID>です。

[Create]をクリックすると、[Create SAP Resource Wizard]によって SAP リソースが作成されま

す。

8. この時点で情報ボックスが表示され、LifeKeeperは、SAP リソース階層を作成するのに有効な

データが提供されているか検査します。LifeKeeperが問題を検知した場合は、情報ボックスに

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。SAPの起動スクリプトによ

って出力されたエラーやメッセージが、情報ボックスに表示されることもあります。

[Next]をクリックします。
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コアリソースの作成

9. 別の情報ボックスが表示され、SAP リソース階層が正常に作成されたことが示されます。SAP 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

必要があります。

[Next]をクリックすると、[Pre-Extend Wizard]が起動されます。このウィザードについては、本セ

クションで後述します。

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、SAP 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。

10. [Extend Wizard]ダイアログに「Hierarchy successfully extended」と表示されます。[Finish]
をクリックしてください。
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コアリソースの作成

11. [Hierarchy Integrity Verification]ダイアログが表示されます。階層の検証が終了した

ら、[Done]をクリックして、[Create Resource Hierarchy]メニューを終了します。

コアが最上位レベルにある階層
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ERS リソースの作成

ERS リソースの作成

コアインスタンス (セントラルサービスインスタンス)に障害が発生した場合、エンキューレプリケーション

サーバ (ERS)で再起動され、レプリケーションサーバ上に保存されているロックテーブルがセントラルサー

ビスインスタンスに転送されます。セントラルサービスインスタンスが動作不能の間、クライアントからのアク

セス試行は、エンキューレプリケーションサーバを介します。レプリケーションサーバに障害が発生した場

合、再起動も可能です。再起動するときに、ロックテーブルをセントラルサービスインスタンスから取り戻

します。

このERS リソースを作成するには、以下の手順を実行してください。

1. この同じ SAP SIDについて、上記の手順を繰り返し、[ERS instance]を選択して、ERS リ

ソースを作成してください。

2. その後、[Dependent Intances]を選択するよう要求されます。上記で作成したコアリソースを

選択し、[Next]をクリックしてください。

3. 画面の指示に従ってリソース階層を拡張してください。

4. 「Hierarchy Successfully Extended」と表示されたら、[Finish]をクリックしてください。

5. [Done]を選択してください。

注記 :エンキューレプリケーションサーバ (ERS)は、クラスタの各ノードで実行されますが、バックアップノー

ド上でのみアクティブです。正常に拡張されると、ERS リソースはプライマリノードでアクティブに見えます

が、エンキュー「レプリケーション」サーバがリソースの性質としてバックアップノードでアクティブな一方、プラ

イマリノードでアクティブなのは実際はエンキューサーバです。(プライマリノードで)エンキューサーバに障害

が発生すると、ERSが実行中のバックアップサーバで SPSが開始されます。ERS上に保存されている

ロックテーブル (レプリケーションテーブル)がエンキューサーバに転送され、それを基に新しいロックテーブル

が作成されます。アクティブなレプリケーションサーバは非アクティブになります (このサーバはエンキュー

サーバとの接続を閉じ、レプリケーションテーブルを削除します)。新しいバックアップノード上の、今まで非

アクティブだった ERSがアクティブになります (このサーバはエンキューサーバに接続し、レプリケーション

テーブルを作成します)。

ERS が最上位レベルにある階層
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プライマリアプリケーションサーバリソースの作成

プライマリアプリケーションサーバリソースの作成

1. ここでも同様に、同じ SAP SIDについて上記の手順を繰り返し、DVEBMGS{XX} (ここで {XX}
はインスタンス番号 )を選択して、プライマリアプリケーションサーバリソースを作成してください。

2. 画面の指示に従い、[Level of Protection]を選択します (デフォルトは [FULL])。[Next]をクリッ

クします。

3. 画面の指示に従い、[Level of Recovery]を選択します (デフォルトは [FULL])。[Next]をクリッ

クします。

4. [Dependent Instances]の入力を要求されたら、「親」インスタンス、すなわち、上記で作成し

た ERS インスタンスを選択します。

5. [IP Child Resource]を選択してください。

6. 画面の指示に従ってリソース階層を拡張してください。

7. 「Hierarchy Successfully Extended」と表示されたら、[Finish]をクリックしてください。

8. [Done]を選択してください。

プライマリアプリケーションサーバが最上位レベルにある階層

セカンダリアプリケーションサーバリソースの作成

必要な場合、セカンダリアプリケーションサーバリソースを同様の方法で作成してください。

注記 :コマンドラインでの手順については、コマンドラインによるSAPの設定を参照してください。
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リソース階層の削除

リソース階層の削除

LifeKeeper設定内のすべてのサーバからリソースを削除するには、次の手順を実行します。

注記 :階層全体を削除するには、各リソースを個別に削除する必要があります。

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

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

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。

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 : このダイアログは、右ペインまたは左ペインのリソースインスタンス上で右クリックして

[Delete Resource]を選択した場合には表示されません。

[Next]をクリックします。

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

れます。[Delete]をクリックします。

5. 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。[Done]をクリック

して終了します。

共通のRecovery Kit 作業

以下の作業は、すべてのRecovery Kitを通じて同一の手順からなる共通の作業のため、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で説明しています。

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。

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にします。

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

コマンドラインによる SAP の設定

コマンドラインを使用して、SAP Recovery Kitを設定できます。  

コマンドラインによる SAP リソースの作成

プライマリサーバから、以下のコマンドを実行します。
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コマンドラインによるSAP リソースの拡張

$LKROOT/lkadm/subsys/appsuite/sap/bin/create <primary sys> <tag>

<SAP SID> <SAP Instance> <switchback type> <IP Tag> <Protection

Level> <Recovery Level> <Additional SAP Dependents>

例 :
$LKROOT/lkadm/subsys/appsuite/sap/bin/create liono SAP-STC_SCS00 STC
SCS00 intelligent ip-sap10 Full Full none

注記 :

l Switchback Type -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、SAP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すなわち

自動スイッチバックの場合、プライマリサーバがオンラインに戻り、LifeKeeperの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。

l IP Tag - SAP リソース階層の依存リソースになる IP リソースを表します。

l Protection Level -Protection Levelは、各リソースに実行できるアクションを表します。

l Recovery Level -Recovery Levelは、障害発生時のリソースに対する指示を提供します。

l Additional SAP Dependents -この値は、現在作成しようとしているSAP リソースの依存リ

ソースになる LifeKeeper SAP リソースタグを表します。

コマンドラインによる SAP リソースの拡張

SAP リソースの拡張では、既存の階層をあるサーバからコピーし、同様の階層を別のLifeKeeperサー

バに作成します。コマンドラインでリソースを拡張するには、以下のコマンドを実行してください。  

system "$LKROOT/lkadm/bin/extmgrDoExtend.pl -p 1 -f, \"$tag\"

\"$backupnode\"

\"$priority\" \"$switchback\" \\\"$sapbundle\\\"";

例 :使いやすくするために、シンプルなスクリプトを使用できます。

#!/etc/default/LifeKeeper-perl

require "/etc/default/LifeKeeper.pl";

my $lkroot="$ENV{LKROOT}";

my $tag="SAP";

my $backupnode="snarf";

my $switchback="INTELLIGENT";

my $priority=10;

$sapbundle = "\"$tag\",\"$tag\"";

system "$lkroot/lkadm/bin/extmgrDoExtend.pl -p 1 -f, \"$tag\"

\"$backupnode\"

\"$priority\" \"$switchback\" \\\"$sapbundle\\\"";

テストの準備

1. 仮想 SAPサーバ名を使用して SAPにログインできるよう、SAP GUIをSAPクライアントに設
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テストの実行

定します。

2. リダンダント ASにログインできるよう、SAP GUIをSAPクライアントに設定します。

3. 必要な場合、追加のASをクラスタ内の別のサーバにインストールして、PASを除くすべてのアプ

リケーションサーバ間にログイングループを設定します。インストールされているすべてのASで、上

述したようにプロファイルファイルを変更する必要があります。

テストの実行

以下の一連のテストを実行してください。テスト手順は、各設定で異なります。一部の手順で

は、SAPが正常に実行されていることを求めますが、実行すべき具体的なテスト内容は記載されてい

ません。SAPが正常に設定され実行されていることを検証するために行うことのできるテストの一覧につ

いては、SAP ドキュメント、SAP R/3 in Switchover Environmentsの付録を参照してください。

アクティブ /アクティブ設定のテスト

1. SAP階層の作成時、SAP とDBは、異なるサーバ上で In Serviceになります。SAP GUIか
ら、SAPにログインします。ログインが成功し、SAPが正常に実行されていることを確認します。

2. ログアウトし、リダンダント ASからログインします。ログインが成功することを確認します。

3. ログイングループを設定した場合、そのグループを使用してログインが成功することを確認しま

す。

4. LifeKeeper GUIを使用して、SAPバックアップサーバ上で SAPのリソース階層を In Serviceにし

ます。これで、SAP とDBの両方が同一のサーバ上で In Serviceになります。

5. 同様に、SAP仮想サーバ名、リダンダント AS、ログイングループを使用して SAPにログインでき

ることを検証します。SAPが正常に実行されていることを確認します。

6. LifeKeeper GUIを使用して、DBバックアップサーバ上で DB階層を In Serviceにします。これ

で、各階層はバックアップサーバ上で In Serviceになります。

7. 同様に、すべてのログイン方法を使って SAPにログインできることと、SAPが正常に実行されて

いることを確認します。トランザクションSM21を実行すると、ログにおいて PASがDB との通信を

失った記録と再取得した記録を確認できます。

8. SAPにログイン中に、SAPが現在 In ServiceであるSAPバックアップサーバの電源スイッチを押

してシャットダウンします。SAP階層がSAPプライマリサーバ上で In Serviceになること、そしてフ

ェイルオーバ後、PASに再度ログインできることと正常に実行されていることを確認します。

9. 切断したサーバの電源をリストアします。LifeKeeper GUIを使用して、DBプライマリサーバ上で

DB階層をもう一度 In Serviceにします。同様に、SAPにログイン中に、DBが現在 In Service
であるDBプライマリサーバの電源スイッチを押してシャットダウンします。DB階層がDBバックアッ

プサーバ上で In Serviceになること、そしてフェイルオーバ後にSAPにログインでき、トランザクショ

ンを正常に実行できることを確認します。

10. 切断したサーバの電源をリストアします。LifeKeeper GUIを使用して、DBプライマリサーバ上で

DBのリソース階層をもう一度 In Serviceにします。
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アクティブ /スタンバイ設定のテスト

1. 階層作成時、SAP とDBの両方がプライマリサーバ上で In Serviceになります。リダンダント AS
がバックアップサーバ上で開始されます。SAP GUIから、SAPにログインします。ログインが成功

し、SAPが正常に実行されていることを確認します。トランザクションSM51を実行し、SAPサー

バのリストを表示します。このリストに、PASまたは ASCS とASの両方が含まれている必要が

あります。

2. ログアウトし、バックアップサーバ上のリダンダント ASを介して再ログインします。ログインが成功す

ることを確認します。

3. ログイングループを設定した場合、そのグループを使用してログインが成功することを確認しま

す。

4. LifeKeeper GUIを使用して、バックアップサーバ上で SAP/DBのリソース階層を In Serviceにし

ます。

5. 同様に、SAP仮想サーバ名、リダンダント AS、ログイングループを使用して SAPにログインでき

ることを検証します。SAPが正常に実行されていることを確認します。

6. SAPにログイン中に、階層が現在 In ServiceになっているSAP/DBバックアップサーバの電源ス

イッチを押してシャットダウンします。SAP/DB階層がプライマリサーバ上で In Serviceになること、

そしてフェイルオーバ後、PASに再度ログインできることとPASが正常に実行されていることを確

認します (サーバがダウンするときに接続が切れるため、再ログインする必要があります)。

7. 切断したサーバの電源をリストアします。同様に、SAPにログイン中に、DBが現在 In Service
であるSAP/DBプライマリサーバの電源スイッチを押してシャットダウンします。SAP/DB階層がバ

ックアップサーバ上で In Serviceになること、そしてフェイルオーバ後にSAPに再度ログインで

き、SAPが正常に実行されていることを確認します。

8. 同様に、切断したサーバの電源をリストアします。LifeKeeper GUIを使用して、プライマリサーバ

上で SAP/DBのリソース階層を In Serviceにします。
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Chapter 5: 管理

管理のヒント

このセクションでは、特定の設定の管理およびメンテナンスに役立つヒントやその他の情報を提供しま

す。

NFS の考慮事項

設定上の考慮事項トピックで前述したように、SAPプライマリまたはバックアップサーバのいずれかにおい

てファイルシステムがNFS共有をローカルにマウントするよう設定されている場合、NFS階層をOut of
Serviceにするとシステムがハングし、再起動を正常に行えません。不注意で NFSサーバを停止してク

ラスタをハングさせないよう、次のようにすることを推奨します。

l 保護されたNFS共有に対するローカルNFSマウントポイントを含むサーバ上で、NFS リソース

階層をOut of Service状態にしないでください。NFS子リソースが In Serviceである限り、SAP
リソースは自由に In ServiceとOut of Serviceを切り替えることができます。また、サーバをシャッ

トダウンする前に、NFS階層を別のサーバで In Serviceにすることができます。

l ローカルでマウントされたNFS共有を保護しているNFS リソース階層が In Serviceであるサー

バ上のLifeKeeperを停止する必要がある場合、必ず、–fオプションを使用してくださ

い。LifeKeeperをコマンド lkstop –f を使用して停止すると、LifeKeeperは階層をOut of
Service状態にすることなく停止することができ、ローカルNFSマウントによるサーバハングを防ぐ

ことができます。詳細については、 lkstopマニュアルページを参照してください。

l ローカルでマウントされたNFS共有を保護しているNFS リソース階層が In Serviceであるサー

バを再起動する必要がある場合、先に LifeKeeperを、上述の–fオプションを使用して停止し

てください。-fオプションを使用して停止せずにサーバを再起動すると、システムによりLifeKeeper
が–f オプションなしで停止されるため、NFS リソース階層がOut of Service状態になり、シス

テムがハングします。

l SAPパッケージをアンインストールする必要がある場合、サーバ上で In Serviceであり保護され

た (ISP: In-Service Protected) NFS リソースを含むSAP リソース階層がある場合はアンインス

トールしてはなりません。SAP リソース階層を削除してから、パッケージをアンインストールしてくだ

さい。

l SPSをアップグレードする場合、もしくは SPSインストール設定スクリプトを実行する必要がある

場合、 に記載されているアップグレード手順に従うことを推奨します。SPS for Linux インストー

ルガイドには、 SPSインストールイメージファイル上の設定スクリプトを実行したり、 SPSパッケー

ジをアップデートしたりする前に、アップグレード対象のサーバからすべてのアプリケーションを退避

させることについて記載されています。特に、LifeKeeperインストールイメージファイル上の設定ス

クリプトは、LifeKeeperがアクティブな NFS共有を保護しているサーバ上で実行してはなりませ

ん。なぜなら、nfsdカーネルモジュールをアップグレードするにはそのサーバ上のNFSを停止する

必要があり、ローカルでマウントされたNFSファイルシステムによりサーバがハングする可能性があ
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るからです。その他の情報については、NFS Server Recovery Kit ドキュメンテーションを参照し

てください。  

クライアントの再接続

SAPクライアントは、特定のSAPインスタンスにログオンするよう設定することも、ログオングループにログ

オンするよう設定することもできます。ログオングループを介してログオンするよう設定した場合、SAPは、

クライアントが実行中のどのインスタンスに実際に接続するかを決定します。

クライアントが接続されているインスタンスがダウンした場合、クライアント接続が失われ、クライアントは

再ログインする必要があります。データベースが一時的に失われたものの、クライアントが接続しているイ

ンスタンスは動作中である場合、データベースが復帰するまでクライアントは一時的に使用不可になり

ますが、再ログオンする必要はありません。

パフォーマンス上の理由から、クライアントは、PAS、ASCS、または SCSではなく、リダンダントアプリ

ケーションインスタンスにログオンする必要があります。ただし、管理者は、ログの表示などのためにPAS
にログオンできます。SAPを LifeKeeperで保護した後、クライアントログインは仮想 SAPサーバ名を使

用して設定でき、SAPインスタンスがSAPプライマリサーバまたはバックアップサーバ上でアクティブである

かに関わらずクライアントがログオンできるよう設定できます。

SAP Recovery Kit のチューニング

SAPスクリプトのいくつかはタイムアウト機能を備えており、スクリプトをハングさせて自動的に自分自身

を終了させることができます。この機能は、使用不可のNFS共有による問題に備えて要求されます。

これについては、NFSマウントとsuトピックでより詳細に説明します。この機能を備えた各スクリプトは、

デフォルトのタイムアウト値 (秒単位 )を含んでおり、必要に応じて、その値をオーバーライドできます。

SAP_DEBUG SAP_CREATE_NASの有効 /無効を切り替えできます。SAP_DEBUGのデフォルトは 0 (無
効 )です。有効にするには、このパラメータを 1に設定してください。

SAP_CREATE_NASのデフォルトは 1 (有効 )です。これは、NASマウントされたファイルシステムのNAS
リソースを自動的に含めるために使用されます。無効にするには、このパラメータを 0に設定してくださ

い。

さらに、SAP_CONFIG_REFRESH設定を有効にすると、SAP リソースプロパティパネルに表示される

SAPサーバのステータス情報の更新頻度を変更することができます。

以下の表は、スクリプト名、デフォルト値、および変数名を示しています。デフォルト値をオーバーライド

するには、 /etc/default/LifeKeeperファイルに行を追加し、そのスクリプトに必要な値を設定してくださ

い。例えば、removeスクリプトが終了されるまで 1分間実行されるようにするに

は、 /etc/default/LifeKeeperに次の行を追加します。

SAP_REMOVE_TIMEOUT=60

注記 :スクリプトは、実際には、終了前にタイムアウト値よりもわずかに長く実行されることがあります。

注記 : これらの値を変更するとき、LifeKeeperを停止したり再起動する必要はありません。

スクリプト名 変数名 デフォルト値

remove SAP_REMOVE_TIMEOUT 420秒
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SAP リソース階層とNFS リソース階層の分離

スクリプト名 変数名 デフォルト値

restore SAP_RESTORE_TIMEOUT 1108秒

recover SAP_RECOVER_TIMEOUT 1528秒

quickCheck SAP_QUICKCHECK_TIMEOUT 60秒

debug SAP_DEBUG 0 (有効にするには 1に設定 )

create NAS SAP_CREATE_NAS 1 (無効にするには 0に設定 )

GUI Properties Panel refresh SAP_CONFIG_REFRESH LKCHECKINTERVALの値の1/2

注記 : NetWeaver Javaのみの環境では、SCSインスタンスに加えて Java PASを起動するよう設定し

た場合、SAP_RESTORE_TIMEOUTとSAP_RECOVER_TIMEOUTの値を増加させる必要がある場合

があります。

SAP リソース階層と NFS リソース階層の分離

このセクションで説明する LifeKeeper SAP リソース階層では、NFS リソース階層をSAP リソースの子

依存関係として実装しますが、SAP リソース階層を作成した後、NFS リソース階層を切り離して管理

することは可能です。依存関係を解除する前に、下記で説明するように、これらを独立した階層として

管理することによるメリットとデメリットを考慮する必要があります。これは、切り離すNFS共有が他の

SAPファイルシステムとは独立した論理ボリューム (LUN)上にホストされている場合のみ可能であること

に注意してください。

これらの2つの階層を分離して管理するには、このドキュメンテーションに従って SAP リソース階層を作

成した後、LifeKeeper GUIにより、SAP リソースとNFS リソース間の依存関係を手動で解除します。

SAP リソース階層とNFS リソース階層を分離して管理することのメリット : NFSで問題が発生した場

合、SAP とは独立して NFS リソース階層をフェイルオーバできます。この場合、SAPがNFSマウントさ

れたディレクトリの一時的な欠落を透過的に処理する限り、SAPフェイルオーバは起こりません。

SAP リソース階層とNFS リソース階層を分離して管理することのデメリット : NFS共有におい

て、SAP、ASCS、または SCSが実行されているのと同じサーバ上でホストされることを保証できませ

ん。注記 : SAPの推奨事項については、SAP Installation Guideを参照してください。

以下の図は、依存関係を解除した後のSAP リソース階層とNFS リソース階層を示しています。  
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保護レベルの更新

保護レベルは、各リソースに実行できるアクションを表します。現在の保護レベルを確認するか、このオ

プションを変更するには、[Update Protection Level]を使用します。保護のレベル

は、[FULL]、[STANDARD]、[BASIC]、または [MINIMUM]に設定できます。

1. インスタンスを右クリックします。

2. [Update Protection Level]をクリックします。

3. 以下の画面が表示され、保護レベルを選択できます。
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リカバリレベルの更新

[FULL]。デフォルトのレベルです。完全な保護を提供し、インスタンスを起動、停止、監視、お

よび復旧できます。  

[STANDARD]。このレベルを選択すると、リソースによりインスタンスを起動、監視、および復旧

できますが、リソースの停止中は、インスタンスの停止はできません。

[BASIC]。このレベルを選択すると、リソースによる起動と監視のみが行えます。障害発生時に

停止したり再起動したりすることはできません。

[MINIMUM]。このレベルを選択すると、リソースによる起動のみが行えます。障害発生時に停

止したり再起動したりすることはできません。

注記 :保護レベル [BASIC]と [MINIMUM]は、LifeKeeper保護アプリケーションを一時的なメンテナン

スモードにするために使用します。[BASIC]または [MINIMUM]をリソースの保護レベルの継続的な状

態として使用することは推奨しません。詳細については、「トラブルシューティング」セクションの階層削除

時のエラーを参照してください。

リカバリレベルの更新

リカバリレベルは、障害発生時のリソースに対する指示を提供します。現在のリカバリレベルを確認する

か、このオプションを変更するには、[Update Recovery Level]を使用します。リカバリレベル

は、[FULL]、[LOCAL]、または [REMOTE]に設定できます。

1. インスタンスを右クリックします。

2. [Update Recovery Level]をクリックします。
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プロパティの表示

3. 以下の画面が表示され、リカバリレベルを選択できます。

[FULL]。リカバリレベルが [FULL]に設定されている場合、リソースはローカルリカバリを試みま

す。それが失敗した場合、対向ノードでの復旧を、成功するまで試みます。

[LOCAL]。リカバリレベルが [LOCAL]に設定されている場合、リソースはローカルリカバリのみを

試みます。フェイルオーバは行いません。

[REMOTE]。リカバリレベルが [REMOTE]に設定されている場合、対向ノードでの起動を試み

ます。ローカルリカバリを試みることはありません。

プロパティの表示

[Resource Properties]ページでは、特定のSAP リソースの設定の詳細を確認できます。特定のサー

バ上のリソースのプロパティを表示するには、または SAPプロセスの状態を表示するには、[Properties]
画面を開きます。
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プロパティの表示

1. インスタンスを右クリックします。

2. [Properties]を選択します。

3. 以下のような [Properties]画面が表示されます。  
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Oracleに関する特別な考慮事項

表示された [Properties]画面にはタブが4つあります。1番目のタブは [SAP Configuration]で,特定

のSAP リソースの設定情報が設定されています。残り3つのタブは、LifeKeeperのすべてのリソースタイ

プで共通の項目として使用できます。

Oracle に関する特別な考慮事項

一度 SAPプロセスがLifeKeeperクラスタ内のシステムで機能し始めると、主要な SAP機能につい

て、LifeKeeperでリソースを作成する必要が生じます。これには、ASCSシステム、DVEBMGSシステ

ム、SCSシステム、およびOracleデータベースが含まれます。

このトピックでは、Oracleを LifeKeeper環境で保護するためのいくつかの特別な考慮事項を説明しま

す。

l LifeKeeper for Linux Oracle Application Recovery Kitがインストールされていることを確認してく

ださい。
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Oracleに関する特別な考慮事項

l Oracle Recovery Kit ドキュメンテーションを参照してください。

l SAPのインストール中、SAPinstプロセスは、通常、データベースソフトウェアが既にインストール

され設定済みであることを前提としています。ただし、SAPで使用するデータベースがOracleの
場合、SAPinstプロセスはインストーラからOracleインストールツール (RUNINSTALLER)を起

動し、Oracleのインストールを完了させます。

l SAPのインストール中にOracleをインストールすると、Oracle SIDが作成されます。このSID
は、Oracle Recovery Kitによって要求されます。そのため、Oracleリソースを LifeKeeperで作成

するときに提供できるよう準備してください。

l Oracleを使用して標準的な SAPインストールを作成する場合、Oracleインスタンスが使用す

る 13個の個別のファイルシステムが作成されます。一般的に、これらのファイルシステムは、それ

ぞれ LVM論理ボリュームの最上位階層に構築され、それぞれに多くの別々の物理ボリューム

が含まれることがあります。LifeKeeperが正しくこれらのファイルシステムを表現するため、各物理

ボリュームと論理ボリュームおよびそれらのボリュームグループに対して個別のリソースが作成され

ます。この大規模なリソース集合を LifeKeeper階層にまとめる必要があるため、Oracle階層の

作成と拡張を完了するにはある程度の時間がかかることがあります。作成処理に 1時間かか

り、さらに拡張処理に 10～20分かかることは珍しくありません。

l 必要な Oracle (およびSAP)ファイルシステムを LVMの最上位階層に構築することは必須では

なく、LifeKeeper内のSAP とOracleのRecovery Kitは、標準のLinux ファイルシステムで良好

に動作します。

l LifeKeeper Oracle Recovery Kitは、Oracle SAPインストールが標準のOracle依存関係として

使用する 13個のファイルシステムのうち、10個を識別することができ、これらのファイルシステムに

ついて自動的に階層に依存関係を作成します。Oracle Recovery Kit
は、saptrace、sapreorg、saparchファイルシステムを自動的に認識しません。LifeKeeperを設

定する管理者は、これらの追加のファイルシステムについて、手動でリソース依存関係の作成

を行う必要があります。
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Chapter 6: トラブルシューティング

本セクションでは、SPS SAP リソース階層の作成 /拡張中、およびリソースの削除 / リストア中に表示

される可能性のあるメッセージの一覧を示します。また、必要に応じて、エラーの原因や、エラー状態を

解決するために必要な処置について説明を付け加えます。

他のSPSコンポーネントからメッセージが出されることもあります。そのような場合は、メッセージカタログ (
場所は、SIOSテクニカルドキュメンテーションのサイトの「エラーコードの検索」の下 )を参照してくださ

い。メッセージカタログには、操作、管理、GUIなど、SteelEye Protection Suite for Linuxを使用してい

るときに遭遇する可能性がある、すべてのエラーコードが列挙されています。また、エラーコードの原因に

関する追加の説明や、問題解決のために必要な処置についても、必要に応じて記載されています。

この完全なリストを検索すると、受信したエラーコードを見つけることができます。また、関連するSPSコ

ンポーネントの個別のメッセージカタログに直接アクセスすることもできます。

SPS SAP メッセージ

このセクションでは、SAPに関連する特定のSPSの原因と処置のメッセージを参照します。 SPS SAP
メッセージ一覧を参照し、問題に関連するコード /名前の付いたエラーメッセージを見つけてください。

112048 - alreadyprotected.ref
原因 :
The SAP Instance "{instance name}" is already under LifeKeeper protection on server "{server}".

処置 :
別のSAPインスタンスを選択して保護するか、正しいSAPインスタンスを指定します。

112022 - cannotfind.ref
原因 :
An error occurred trying to find the IP address "{IP address}" on "{server}".

処置 :
IPアドレスを確認するか、DNSまたはホストファイルに名前が存在するかを確認してください。

112073 - cantcreateobject.ref
原因 :
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112071 - cantwrite.ref

Unable to create an internal object for the SAP instance using SID=""{SAP system id}"",
Instance=""{instance name}"" and Tag=""{tag name}"" on "{server}".

処置 :
オブジェクト初期化 (SID、インスタンス、タグ、およびシステム)に指定された値が無効です。

112071 - cantwrite.ref
原因 :
The file "{file name}" exists, but was not read and write enabled on "{server}".

処置 :
指定されたファイルの読み取りと書き込み権限を有効化してください。

112027 - checksummary.ref
原因 :
"{status check}" for "{instance}": running processes="{number}", stopped processes="{number}",
total expected="{number}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

112069 - commandnotfound.ref
原因 :
The command "{command}" is not found in the "{file}" perl module ("{module name}") on "{server}".

処置 :
指定したコマンドを確認して、処理を再実行してください。

112018 - commandReturned.ref
原因 :
The "{command}" command returned "{variable}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。
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112033 - dbdown.ref

112033 - dbdown.ref
原因 :
One ormore of the database components for "{db name}" are down for "{instance}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

112023 - dbnotopen.ref
原因 :
Database "{DB name}" is not open for SAP SID "{SAP System ID}" and Instance "{instance}" on
"{server}".

処置 :
情報のみ。必要な処置はありません。

112032 - dbup.ref
原因 :
All of the database components for "{db name}" are running for "{instance}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

112058 - depcreatefail.ref
原因 :
Unable to create a dependency between parent tag "{tag name}" and child tag "{tag name}" on
"{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

112021 - disabled.ref
原因 :
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112049 - errorgetting.ref

The "{recover action}" ("{script}" action) has been disabled for the LifeKeeper resource "{resource
name}" on "{server}".

処置 :
そのリソースについて必要なアクションを有効化する必要があります。

112049 - errorgetting.ref
原因 :
Error getting SAP "{variable}" value from "{file/path}" on "{server}".

処置 :
値が指定されたファイルに存在することを確認してください。

112041 - exenotfound.ref
原因 :
The required utility or executable "{util name/exec name}", was not found or was not executable on
"{server}".

処置 :
SAPインストールと必要なユーティリティの場所を確認してください。

112066 - filemissing.ref
原因 :
The start and stop files aremissing from "{path name}" on "{server}".

処置 :
SAPが正常にインストールされていることを確認します。

112057 - fscreatefailed.ref
原因 :
Unable to create a file system resource hierarchy for the file system "{file system}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。
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112064 - gidnotequal.ref

112064 - gidnotequal.ref
原因 :
The group id for user "{user name}" is not the same on template server "{server}" and target server
"{server}".

処置 :
ユーザのグループ IDを修正して、テンプレートサーバとターゲットサーバで同一になるようにしてください。

112062 - homedir.ref
原因 :
Unable to find the home directory "{directory name}" for the SAP user "{user name}" on "{server}".

処置 :
SAPが正常にインストールされていることを確認します。

112043 - hung.ref
原因 :
The command "{command}" with pid "{pid}" has hung. Forcibly terminating the command
"{command}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

112065 - idnotequal.ref
原因 :
The id for user "{user name}" is not the same on template server "{server}" and target server
"{server}".

処置 :
ユーザのユーザ IDを修正して、テンプレートサーバとターゲットサーバで同一になるようにしてください。

112059 - inprogress.ref
原因 :
A check is already in progress for "{tag}", exiting "{command}" on "{server}".
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112009 - instancenotrunning.ref

処置 :
お待ちください...

112009 - instancenotrunning.ref
原因 :
The SAP SID "{SAP system ID}" with instance "{instance}" is not running on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

112010 - instancerunning.ref
原因 :
The SAP SID "{SAP System ID}" with instance "{instance}" is running on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

112070 - invalidfile.ref
原因 :
The file "{file name}" is not a valid file. The file does not contain any required definitions on "{server}".

処置 :
この操作に適切なファイルを指定してください。

112067 - links.ref
原因 :
The LifeKeeper SAP environment is using links instead of NFS mounts on "{server}".

処置 :
SAP起動および停止ファイルの存在を確認できませんでした。

112005 - lkinfoerror.ref
原因 :
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112004 - missingparam.ref

Unable to find the resource information for the specified tag in function "{function name}" for
"{instance}" on "{server}".

処置 :
インスタンスが存在し、有効な SAPインスタンス/リソースであることを確認してください。

112004 - missingparam.ref

原因 :
The "{parameter}" parameter was not specified for the "{function name}" function on "{server}".

処置 :
コマンドライン操作の場合、正しいパラメータを指定してください。そうでない場合、トラブルシューティン

グセクションを参照してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112035 - multimp.ref

原因 :
Detectedmultiple devices for themount point "{mount point}" on "{server}".

処置 :
マウントされたファイルシステムが正しいことを検証してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112014 - multisap.ref

原因 :
Detectedmultiple SAP servers in the file "{filename}" for SAP SID "{SAP System ID}" and Instance
"{instance}" on "{server}".

処置 :
SIDおよびインスタンスの複数のSAPサーバは現在サポートされていません。重複するエントリを削除し

てください。
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112053 - multisid.ref

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112053 - multisid.ref

原因 :
Detectedmultiple instance directories for the SAP SID "{SAP System ID}" with Instance ID
"{instance}" in directory "{directory name}" on "{server}".

処置 :
選択された SIDは、指定された IDにつき、1つのインスタンスディレクトリのみを持つことができます。同

じインスタンス IDを持つ複数のインスタンスディレクトリの設定は、サポートされていません。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112050 - multivip.ref

原因 :
Detectedmultiple Virtual IP addresses/Virtual Names for the Instance "{instance name}" on
"{server}".

処置 :
インスタンスの設定が正しいことを確認してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112039 - nfsdown.ref

原因 :
The NFS server "{server}" for SAP SID "{SAP System ID}" and Instance "{instance}" is not
accessible on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。必要な NFSサーバを再起動してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る
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112038 - nfsup.ref

112038 - nfsup.ref

原因 :
The NFS server "{server}" for SAP SID "{SAP System ID}" and Instance "{instance}" is accessible
on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112001 - nochildren.ref

原因 :
Warning: No children specified to extend.

処置 :
依存関係リストが正しいことを確認してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112045 - noequiv.ref

原因 :
There are no equivalent systems available to perform the "{action}" action for the Replicated Enqueue
Instance "{ERS instance}" on "{server}".

処置 :
この操作を完了する前に、リソースを最大 1つのサーバに拡張する必要があります。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112031 - nolkdbhost.ref

原因 :
The dbhost "{dbhost name}" is not on a LifeKeeper protected node paired with "{server}".
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処置 :

処置 :
保護されたインスタンスについて dbhostが有効であり、機能していることを確認してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112056 - nonfsresource.ref

原因 :
The NFS export for the path "{path name}" required by the instance "{instance name}" does not have
an NFS hierarchy protecting it on "{server}".

処置 :
SAP階層を作成する前にNFS階層を作成して、SAP NFSエクスポートを保護する必要があります。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112024 - nonfs.ref

原因 :
There was an error verifying the NFS connections for SAP relatedmount points on "{server}".

処置 :
1台または複数のNFSサーバが動作しておらず、再起動の必要があります。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112026 - nopidnostatus.ref

原因 :
The process id was not found or the textstatus for "{process name}" was not set to running
(textstatus="{state}") on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。
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112015 - nopid.ref

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112015 - nopid.ref

原因 :
Unable to find a running process id for the command/utility "{command/utility}" for SAP SID "{SAP
System ID}" and Instance "{instance}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112040 - nosuchdir.ref

原因 :
The SAP Directory "{directory name}" ("{directory path}") does not exist on "{server}".

処置 :
ディレクトリが存在することを確認するか、適切なディレクトリを作成してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112013 - nosuchfile.ref

原因 :
The file "{filename}" does not exist or was not readable on "{server}".

処置 :
指定されたファイルが存在し、rootユーザに読み取り権限が設定されていることを確認してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112006 - notrunning.ref

原因 :
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処置 :

The command "{command name}" is not running on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112036 - notshared.ref

原因 :
The path "{path name}" is not located on a shared file system or shared device on "{server}".

指定されたパスは見つかったが、共有ファイルシステム上に位置していない可能性があります。このパス

は、共有ファイルシステム上または共有デバイス上になければなりません。

処置 :
パスが高可用性保護のために正しく設定されていることを検証します。NASデバイスの場

合、steeleye-lkNASキットをインストールする必要があります。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112068 - objectinit.ref

原因 :
"Getting the tag object for "{tag}" failed, retrying using the template information of "{template system}"
on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。お待ちください...

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112030 - pairdown.ref

原因 :
The clustered pair "{server name}" with equivalency to "{tag name}" is not alive on "{server}".
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処置 :

処置 :
この操作を行う前に、クラスタ化ペア間の接続を確立する必要があります。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112054 - pathnotmounted.ref

原因 :
"{}": The path "{path}" ("{path name}") is not mounted or does not exist on "{server}".

処置 :
このサーバのインストールとマウントポイントが正しいことを確認してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112060 - recoverfailed.ref

原因 :
All attempts at local recovery for the SAP resource "{resource name}" have failed on "{server}".

処置 :
バックアップサーバへのフェイルオーバが試行されます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112046 - removefailed.ref

原因 :
The SAP Instance "{instance name}" and all required processes were not stopped successfully
during the "{action}" on server "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。
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112047 - removesuccess.ref

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112047 - removesuccess.ref

原因 :
The SAP Instance "{instance name}" and all required processes were stopped successfully during
the "{action}" on server "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112002 - restorefailed.ref

原因 :
The SAP Instance "{instance}" and all required processes were not started successfully during the
"{action}" on server "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報をチェックし、操作をもう一度行ってください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112003 - restoresuccess.ref

原因 :
The SAP Instance "{instance}" and all required processes were started successfully during the
"{action}" on server "{server}".

処理 :参照ドキュメント

LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る
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112007 - running.ref

112007 - running.ref

原因 :
The command "{command}" is running on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112052 - setupstatus.ref

原因 :
Verifying the "{}" basics of the "{instance name}" installation on "{server}".

処置 :
情報のみ。必要な処置はありません。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112055 - sharedwarning.ref

原因 :
This is a warning but will become a critical error if "{path}" is not shared on "{server}".

処置 :
指定されたパスは見つかったが、共有ファイルシステム上に位置していない可能性があります。このパス

は、共有ファイルシステム上になければなりません。LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られ

ます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112017 - sigwait.ref

原因 :
Signal "{signal}" sent to process id "{process id}", waiting for a recheck to occur on "{server}".
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処置 :

処置 :
お待ちください...

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112011 - startinstance.ref

原因 :
Issuing a start/restart of the SAP SID "{SAP System ID}" with instance "{instance}" on "{server}".

処置 :
お待ちください...

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112008 - start.ref

原因 :
Issuing a start/restart of the command "{command}" on "{server}".

処置 :
お待ちください...

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112025 - status.ref

原因 :
All processes for SAP SID "{SAP System ID}" and Instance "{instance}" are "{state}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る
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112034 - stopfailed.ref

112034 - stopfailed.ref

原因 :
Unable to stop the sap process/utility "{process/utility name}" with command "{command}" on
"{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報をチェックし、操作をもう一度行ってください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112029 - stopinstancefailed.ref

原因 :
The SAP Instance "{instance}" and all required processes were not stopped successfully on server
"{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報をチェックし、操作をもう一度行ってください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112028 - stopinstance.ref

原因 :
Issuing a stop of the SAP SID "{SAP System ID}" with instance "{instance}" using command
"{command}" on "{server}".

処置 :
お待ちください...

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112072 - stop.ref

原因 :
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処置 :

Issuing a stop/kill of the command "{command}" on "{server}".

処置 :
お待ちください...

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112061 - targetandtemplate.ref

原因 :
The values specified for the target and the template servers are the same.

処置 :
ターゲットサーバとテンプレートサーバに正しい値を指定してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112044 - terminated.ref

原因 :
The command "{command}" with pid "{pid}" terminating due to signal "{signal}" on "{server}".

処置 :
情報のみ。必要な処置はありません。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112019 - updatefailed.ref

原因 :
The update of the resource information field for resource with tag "{tag name}" has failed on "{server}".

処置 :
ins_list -t <tag>を使用して手動でリソースプロパティを表示し、リソースが動作していることを

検証してください。
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112020 - updatesuccess.ref

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112020 - updatesuccess.ref

原因 :
The update of the resource information field for resource with tag "{tag name}" was successful on
"{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112063 - usernotfound.ref

原因 :
The SAP user "{user name}" does not exist on "{server}".

処置 :
SAPインストールを検証するか、指定された必要な SAPユーザを作成します。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112012 - userstatus.ref

原因 :
Preparing to run the command: "{command}" on "{server}".

処置 :
情報のみ。必要な処置はありません。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112016 - usingkill.ref

原因 :
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処置 :

Stopping process id "{process id}" of "{SAP command}" for SAP SID "{SAP System ID}" and
Instance "{instance}" with command "{command}" on "{server}".

処置 :
お待ちください...

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112042 - validversion.ref

原因 :
One ormore SAP / LK validation checks has failed on "{server}".

処置 :
このホストのSAPバージョンをアップデートし、SAPHOSTおよびSAPCONTROLパッケージを含めてくだ

さい。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112037 - valueempty.ref

原因 :
The internal object value "{value}" was empty. Unable to complete "{function}" on "{server}".

処置 :
LifeKeeperログとシステムログで追加情報を得られます。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

112051 - vipconfig.ref

原因 :
The "{value name}" or "{value name}" value in the file "{filename}" is still set to the physical server
name on "{server}".
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処置 :

処置 :
値は、仮想サーバ名に設定する必要があります。LifeKeeperと連携するようSAPを設定する方法に

ついては、LifeKeeperでのSAPの設定を参照してください。

LifeKeeper SAPメッセージに戻る

ERS インスタンスの変更

症状 :
ERSインスタンスのステータスチェックを行うと、選択したインスタンスで sapstart が発生する。

ERSインスタンスは、両方のシステムで常に実行されている。

原因 :
ERSインスタンスのプロファイルにAutostart=1が設定されている場合、特定のsapcontrol 呼び出

しにより、実行中のコマンドの一部としてインスタンスが起動されます。

処置 :
クラスタ内で実行中のERSインスタンスを停止し、ERSインスタンスのプロファイルを変更して

Autostart=0に設定します。

階層削除時のエラー

症状 :
使用中のファイルシステムの削除に失敗する。

原因 :
1. 作成または拡張後に、[Resource Protection Level]が [Basic]または [Minimum]に設定さ

れた場合。リソース保護レベルがBasicまたはMinimumに設定されている場合、削除処理時

にSAP リソース階層が停止されません。これにより、削除が呼び出されても、そのインスタンスの

プロセスは実行中のままになります。また、プロセスが保護されたファイルシステムにアクセス中の

場合、LifeKeeperはファイルシステムをアンマウントできないことがあります。

2. レプリケートされていない enqueueリソースの [Resource Protection Level]が [Standard]に設

定された場合。リソース保護レベルがStandardに設定されている場合、削除処理時にSAP
リソース階層が停止されません。これにより、削除が呼び出されても、そのインスタンスのプロセス

は実行中のままになります。また、プロセスが保護されたファイルシステムにアクセス中の場

合、LifeKeeperはファイルシステムをアンマウントできないことがあります。
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処置 :

処置 :
1. [Basic]と [Minimum]の設定は、リソースを一時的なメンテナンスモードにするときに使用しま

す。継続的な保護レベルとして使用すべきではありません。問題のリソースがBasicまたは

Minimumを継続的な保護レベルとして必要とする場合、そのインスタンスはローカルストレージ

を使用するように設定するか、リソース階層全体をローカルNFSマウント向けのLifeKeeper
NAS Recovery Kitを使用せずに設定する必要があります。

2. [Standard]設定は、レプリケートされた enqueueリソースでのみ使用します。

フェイルオーバ中または In Service のSAP エラーメッセージ

SAPのフェイルオーバ後、SAPログにエラーメッセージが記録されます。エラーメッセージの多くは正常で

あり、無視できます。

DB障害発生時

BVx: Work Process is in reconnect status –このエラーメッセージは、単に、作業プロセ

スがデータベースへの接続を失ったため、再接続を試みていることを示しています。

BVx: Work Process has left reconnect status –これは実際にはエラーではありません

が、データベースが復帰し、プロセスがデータベースに再接続したことを示しています。

その他のエラー–データベースがダウンしている間、いくつものエラーがログに記録される可能性がありま

す。

CIの起動時

E15: Buffer SCSA Already Exists –このエラーメッセージは、実際にはエラーではありませ

ん。単に、以前に作成された共有メモリ領域がSAPが使用するシステムに見つかったことを示していま

す。

E07: Error 00000 : 3No such process in Module rslgsmcc (071) –SAP ノート

7316を参照 –前回のシャットダウン中に、ロックが正しく解放されませんでした。このエラーメッセージは

無視できます。

LifeKeeper In Service
In Serviceの動作時に、LifeKeeperの [In Service]ダイアログに以下のメッセージが表示されることがあ

ります。

error: permission denied on key ‘net.unix.max_dgram_qlen’

error: permission denied on key ‘kernel.cap-bound’

これらのエラーは、saposcol が起動されたときに発生するもので、無視できます (SAP ノート 201144
を参照 )。
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SAPインストールエラー

SAP インストールエラー

tnsnames.oraまたは listener.ora ファイルの名前の誤り

原因 :
Oracleデータベースを使用する場合で、PASバックアップサーバのインストールを実行する際に、SAPイ

ンストールプログラムにより tnsnames.oraまたは listener.oraファイルのサーバ名が誤っているというエラー

が出る場合、Oracleバイナリがローカルファイルシステムにインストールされていない可能性があります。

処置 :
設定を正しく実行するためには、 /oracle/<SID>/920_<32または 64>のOracleバイナリが各サーバの

ローカルファイルシステム上にインストールされている必要があります。

sapinit のトラブルシューティング

症状 :
initスクリプトにより開始された sapstartsrvプロセスまたは追加のSAPインスタンスプロセスが正しく動

作しない、または LifeKeeperスタンバイノードでプロセスを実行しようとする。

原因 :
SAPは、SAPインスタンスをローカルノードで自動的に起動するために initスクリプトを提供していま

す。リソースがLifeKeeperの保護に追加されているとき、 initスクリプト (sapinit)が、現在のノードで

実行すべきでないSAPインスタンスプロセスを起動しようとすることがあります。

処置 :
sapinit スクリプトを無効化するか、sapinit を変更して LifeKeeper保護下のインスタンスをスキ

ップするように設定します。この動作を無効化するには、ユーザは sapinit を停止する必要がありま

す (例 : /etc/init.d/sapinit stop)。sapinit スクリプトも、chkconfig または同様の

ツール (例 : chkconfig sapinit off)を使用して無効化する必要があります。

LifeKeeper ログファイルに出現する「tset」エラー

原因 :
SAP とDatabase Recovery Kitによって使用された suコマンドにより、LKログに次のような「tset」エラー

メッセージが出力されます。

tset: standard error: Invalid argument
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処置 :

このエラーは、SAP管理者およびデータベースユーザのホームディレクトリにあるプロファイルファイルの1
つによって出力されるもので、非インタラクティブシェルのみに存在します。

処置 :
データベースユーザとSAP管理者にCシェルを使用している場合、これらのユーザのホームディレクトリ

の .sapenv_<hostname>.cshに次の行を追加してください。このコードは、「tset」を実行するかどうかを

決定する次のコードを囲むように追加する必要があります。

if ( $?prompt ) then

tty -s

if ( $status == 0) then

.

.

.

endif

endif

注記 : 「tty –s」から内側の「endif」までのコードは、既にファイル内に存在しています。

データベースユーザとSAP管理者にBashシェルを使用している場合、これらのユーザのホームディレク

トリの .sapenv_<hostname>.shに次の行を追加してください。

「tset」を実行するかどうかを決定するコードの前に、以下を追加します。

case $- in

 *i*) INTERACTIVE =“yes”;;

*) INTERACTIVE =“no”;;

esac

「tset」を実行するかどうかを決定するコードを囲むように、以下を追加します。

if [ $INTERACTIVE == “yes” ]; then

tty –s

if [ $? –eq 0 ]; then

.

.

.

fi

fi

注記 : 「tty –s」から内側の「endif」までのコードは、既にファイル内に存在しています。
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