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はじめに

SIOS Protection Suite for Linuxについて

SIOS Protection Suite (SPS) for Linuxは、高可用性のクラスタリングと革新的なデータ複製機能をエンタープ

ライズクラスのソリューションに統合したものです。

SPS for Linuxの統合コンポーネント

SIOS LifeKeeper は、障害回復性の高いソフトウェアソリューションであり、お使いのサーバのファイルシステム、

アプリケーション、およびプロセスの高い可用性を維持します。LifeKeeperには、カスタマイズした耐障害性の

ハードウェアは不要です。LifeKeeperを使用するには、ネットワーク内にある 2台以上のシステムをグループ化す

るだけです。サイト固有の構成データが作成され、自動の障害検出とリカバリが実行されます。

障害が発生した場合、障害が発生したサーバから LifeKeeperが保護しているリソースを指定のバックアップサー

バに移行します。実際のスイッチオーバ時に短時間の中断が発生します。ただし、オペレータの介入なしに

LifeKeeperがバックアップサーバに動作をリストアします。

SIOS DataKeeperは、LifeKeeper環境において統合データミラーリング機能を提供します。この機能により、

LifeKeeperリソースが共有 /非共有ストレージ環境で動作可能になります。

ドキュメンテーションとトレーニング

ドキュメンテーション

SIOS Protection Suite for Linuxをインストール、設定、管理、およびトラブルシューティングするための方法を説

明する完全なリファレンスです。次のセクションは、SPS for Linuxのあらゆる側面を網羅します。

セクション 説明

はじめに
SIOS Protection Suite for Linux製品の概要を説明します。ソフトウェアパッケージと設定コンセ

プトが含まれます。

SPS for
Linux インス

トールガイド

SPS環境のプランニングと設定、SPSのインストールとライセンス、LifeKeeperのグラフィカル

ユーザインターフェース (GUI)の設定に役立つ情報を提供します。

設定 クラスタ内の各サーバで LifeKeeperソフトウェアを設定するための詳細情報と手順があります。

管理
サーバのプロパティの編集やリソースの作成などのサーバレベルの作業、およびリソースの編集、

拡張、削除などのリソースレベルの作業について説明します。

User's
Guide

LifeKeeper GUIで実行できる多数の作業を含めて、LifeKeeperのGUIに関する詳細情報が

あります。テクニカルノートセクション、および多数の高度なトピックもあります。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション
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トレーニング

セクション 説明

DataKeeper SIOS DataKeeper for Linuxの計画とインストールの手順、および管理、設定、およびユーザの

情報があります。

トラブル

シューティン

グ

既知の問題と制限について説明し、SIOS LifeKeeper for Linuxのインストール、設定、および

使用を行うときに発生する可能性がある問題に対する解決策を説明します。

Recovery
Kit

LifeKeeperで特定のアプリケーションを管理および制御するために必要なオプションの

Recovery Kitのプランニングおよびインストール手順、管理、設定、およびユーザ情報が含まれ

ます。

エラーコード

の検索

SIOS Protection Suite for Linuxの使用中に表示される可能性のあるすべてのメッセージの一

覧が含まれます。必要に応じて、エラーの原因およびエラー状態を解消するために必要な処

置についても説明しています。この全一覧から、受信したエラーコードを検索できます。

トレーニング

SPS トレーニングは、SIOS Technology Corp.または代理店から受講可能です。詳細については、営業担当

者にお問い合わせください。

テクニカルサポート

SIOS Technology Corp. と有効なサポート契約を結んだお客様は、SIOS Technology Corp.のセルフサービス

サポートポータルにアクセスできます。

SIOS Technology Corp.のセルフサービスサポートポータルでは、以下のことができます。

l 弊社のソリューションナレッジベースから、問題の解決策と質問に対する回答を検索する。

l 次のメニューを選択して、年中無休のSIOS Technology Corp.のサポートチームにアクセスする。

l Log a Case -新しいインシデントを報告する。

l View Cases -お客様の未解決と解決済みのインシデントをすべて表示する。

l Review Top Solutions -弊社のお客様が表示した、最も一般的な問題の解決策の情

報を表示する。

セルフサービスポータルを設定してアカウントを有効にする方法については、SIOS Technology Corp.のサポート

(support@us.sios.com)にお問い合わせください。

また、SIOS Technology Corp.のサポートには、以下の方法でも連絡できます。

1-877-457-5113 (通話料無料 )

1-803-808-4270 (米国以外のお客様 )

電子メール:support@us.sios.com
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SIOS LifeKeeper for Linux

はじめに

SIOS LifeKeeper for Linuxは、さまざまなストレージ構成をサポートし、最大 32ノードの高可用性クラスタリング

を提供します。共有ストレージ(ファイバチャネルSAN、 iSCSI)、ネットワーク接続ストレージ( NAS)、ホストベー

スの複製、HP Continuous AccessなどのアレイベースのSAN複製との統合などをサポートします。

保護対象のリソース

LifeKeeperファミリの製品には、多様なシステムリソースにフェイルオーバ保護を提供できるソフトウェアがありま

す。以下の図に、LifeKeeperの柔軟性、および自動リカバリを指定できるリソースタイプを示します。

l ファイルシステム。LifeKeeperでは、ext3、ext4、NFS、vxfs、xfsなどのファイルシステムの指定とフェイル

オーバができます。

l 通信リソース。LifeKeeperには、TCP/IPのような通信リソースの通信 Recovery Kitが用意されていま

す。

l インフラストラクチャリソース。LifeKeeperには、NFS、Samba、LVM、WebSphereMQ、ソフトウェアRAID
(md)など、Linux インフラストラクチャサービス用のオプションのRecovery Kitが用意されています。

l Web サーバリソース。LifeKeeperには、ApacheWebサーバリソース用のオプションのRecovery Kitが用

意されています。

l データベースとその他のアプリケーション。LifeKeeperには、Oracle、MySQL、PostgreSQL、Sybase、
SAP DB/MaxDBおよびSAP HANA DB 1.0/SAP HANA DB 2.0などの主な RDBMS製品、および

SAPなどのエンタープライズアプリケーション用のオプションのRecovery Kitが用意されています。

l クラウドリソース。LifeKeeperには、EC2 EIP、Route53などの通信リソース用のRecovery Kitが用意さ

れています。

LifeKeeperは、多様なリソースタイプについて複数の回復方法をサポートします。
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LifeKeeper Core

LifeKeeper Core
LifeKeeper Coreは、以下の4つの主要コンポーネントで構成されています。

l LifeKeeper Coreソフトウェア

l File System、Generic Application、Raw I/O、 IP、およびQuick Service Protection (QSP)のRecovery
Kit ソフトウェア

l LifeKeeper GUI ソフトウェア

l LifeKeeperのマニュアルページ

LifeKeeper Core ソフトウェア

LifeKeeper Coreソフトウェアは、以下のコンポーネントで構成されます。

l LifeKeeper構成データベース (LCD) - LCDは、LifeKeeperが保護するリソースの情報を保存します。リ

ソースインスタンス、依存関係、イクイバレンシ情報、リカバリの方向、LifeKeeperの動作フラグに関する

情報が含まれます。システムの起動後にデータが記憶されているように、データは共有メモリにキャッシュ

され、ファイルに保存されます。

l LCD インターフェース (LCDI) - LCDIは、LCDに保存されているデータやデータの変更を要求するクエリを

設定データベース (LCD)にクエリを送信します。また、リソースの状態や説明の情報を取得するために、

Application Recovery KitがLCDIを使用することもできます。

l LifeKeeper Communications Manager (LCM) - LCMは、クラスタ内にあるサーバのステータスの特定、お

よびLifeKeeperのプロセス間通信 (ローカルとリモート )に使用されます。クラスタ内のあるサーバ上にある
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File System、Generic Application、 IP、RAW I/O、およびQuick Service Protection (QSP)のRecovery Kit ソフ

トウェア

すべてのコミュニケーションパスで LCM通信がないことは、サーバに障害が発生したことを示します。

l LifeKeeperアラームインターフェース - LifeKeeperアラームインターフェースは、イベントを起動するためのイ

ンフラストラクチャです。LifeKeeperが保護するリソースに障害が検出された場合、アプリケーションデーモ

ンにより sendeventプログラムが呼び出されます。sendeventプログラムがLCD と通信し、リカバリプロセス

が使用可能かどうかを判断します。

l LifeKeeperのローカルリカバリ動作と制御のインターフェース ( LRACI) - LRACIはリソースに適切なリカバ

リスクリプトを判断し、リソースに適切な restore / removeスクリプトを呼び出します。

File System、Generic Application、 IP、RAW I/O、およびQuick Service
Protection (QSP)のRecovery Kit ソフトウェア

LifeKeeper Coreは、サーバ上の指定リソースを保護します。リソースを以下に示します。

l File Systems - LifeKeeperでは、共有ストレージデバイス上にあるファイルシステムの指定とフェイルオーバ

ができます。ファイルシステムは、共有 SCSIバス経由で 2台のサーバからアクセス可能なディスク上に作

成できます。LifeKeeperのファイルシステムリソースは、1台目のサーバに作成されてから、2台目のサー

バに拡張されます。ファイルシステムの健全性監視がディスクフルと不適切なマウント (またはアンマウント )
のファイルシステム条件を検出します。検出した条件に従って、Recovery Kitが警告メッセージのログ記

録、ローカルリカバリの試行、またはファイルシステムリソースのバックアップサーバへのフェイルオーバを実行

できます。

File System Recovery Kitに関連するヘルプトピックとして、ファイルシステムのリソース階層の作成、拡

張、ファイルシステムの健全性の監視などがあります。

l Generic Applications - Generic Application Recovery Kitは、リソースタイプに対して事前定義リカバリ

キットが指定されていない汎用アプリケーションやユーザ定義アプリケーションを保護できます。このキットを

使用すると、特定アプリケーションについてカスタマイズした監視スクリプトやリカバリスクリプトを指定できま

す。

Generic Application Recovery Kitに関連するヘルプトピックとして、汎用アプリケーションのリソース階層

の作成、拡張などがあります。

l IP Addresses - IP Recovery Kitには、LifeKeeper環境で、障害が発生したプライマリサーバから「切り

替え可能な」IPアドレスをバックアップサーバにリカバリするメカニズムがあります。切り替え可能な IPアド

レスとは、サーバ間で切り替えることができる仮想 IPアドレスであり、各サーバのネットワークインターフェー

スカードに関連付けられている IPアドレスとは別のものです。LifeKeeperで保護されているアプリケーショ

ンは切り替え可能な IPアドレスに関連付けられているので、プライマリサーバに障害が発生した場合、

切り替え可能な IPアドレスはバックアップサーバに関連付けられます。LifeKeeperで保護されているリ

ソースは、切り替え可能な IPアドレスです。

特定の製品、構成、および管理に関する情報については、リカバリキットに含まれるIP Recovery Kit
Technical Documentationを参照してください。

l RAW I/O - RAW I/O Recovery Kitは、カーネルのバッファリングを迂回するアプリケーションのロー I/Oデバ

イスをサポートします。RAW I/O Recovery Kitでは、共有ストレージデバイスにボンディングされたRAW
デバイスの指定とフェイルオーバができます。RAWデバイスは、リソースの作成前に、プライマリノードに設

定する必要があります。ローリソースを作成した後、追加サーバに拡張できます。

l Quick Service Protection (QSP) - QSP Recovery Kitは、OSのサービスを簡易的に保護する仕組みを
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LifeKeeper GUI ソフトウェア

提供します。OSのserviceコマンドで起動 (start) ・停止 (stop)ができるサービスであれば、容易にリソース

が作成できます。Generic Applicationを使っても同じことが実現できますが、QSPを使えばコードの開発

が不要です。また、依存関係を作成することで、他のリソースで保護しているアプリケーションと連携して

サービスを起動・停止させることができます。

ただし、QSPのquickCheckでは簡易なチェックしか行っていません( serviceコマンドのstatusを利用してい

ます)。実際にそのサービスが提供できているか、プロセスが動作しているかは保証されません。複雑な

起動や停止処理、堅牢なチェックが必要な場合は、Generic Applicationの利用を検討してください。

QSPに関連するヘルプトピックスとして、QSPリソースの作成・拡張があります。

LifeKeeper GUI ソフトウェア

LifeKeeper GUIは、Javaテクノロジを使用して開発されたクライアント /サーバアプリケーションであり、LifeKeeper
およびその設定データ用のグラフィカルな管理インターフェースです。LifeKeeper GUI クライアントは、スタンドアロ

ンのJavaアプリケーション、およびWebブラウザから呼び出される Javaアプレットの両方として実装されます。

LifeKeeperのマニュアルページ

LifeKeeper製品用のLifeKeeper Coreのリファレンスマニュアルページです。

設定の概念

LifeKeeperは、2台以上のサーバを持つグループに対してユーザが定義したリソース階層に基づいて機能しま

す。以下のトピックで、LifeKeeperのフェイルオーバ設定の概念を説明しています。

共通のハードウェアコンポーネント

LifeKeeperのすべての設定には、以下の共通コンポーネントが含まれます。

1. サーバグループ。LifeKeeperが提供する障害回復機能は、2台以上のサーバをクラスタにグループ化す

ることを基礎にしています。サーバは、サポートする Linuxのディストリビューションを実行するサポートするプ

ラットフォームであれば、いずれでもかまいません。LifeKeeperには、複数の重なり合うグループにサーバを

設定する柔軟性があります。ただし、リカバリ可能なリソースについての重要な要件は、リソースの役割

と優先順位が定義されたサーバのグループをリンクすることです。リソースに対するサーバの優先順位は、

現在実行中のサーバに障害が発生した場合に、どのサーバがそのリソースを復旧するかを決定するため

に使用されます。最高の優先順位を示す値は 1です。特定のリソースについて、最高の優先順位の

値 (通常は 1)を持つサーバが通常、そのリソースのプライマリサーバと呼ばれます。その他のサーバは、そ

のリソースのバックアップサーバとして定義されます。

2. コミュニケーションパス。LifeKeeperのハートビートは、LifeKeeperクラスタ内にあるサーバ間の定期的な

メッセージで、主要な障害検出機能です。クラスタ内のすべてのサーバには、単純な通信障害でシステ

ムに障害が発生しないように、冗長なハートビートコミュニケーションパス (commパス)が必要です。2つ
の独立したサブネットを使用する LANベース (TCP)の個別な 2つのコミュニケーションパスが推奨されま

す (少なくとも 1つのコミュニケーションパスをプライベートネットワークとして設定してください)。ただし、TCP
とTTYのコミュニケーションパスの組み合わせの使用もサポートしています。TCPコミュニケーションパス

は、他のシステムの通信にも使用できます。
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すべてのLifeKeeper設定に共通するコンポーネント

注記 : TTYコミュニケーションパスは、クラスタ内の他のサーバがアクティブかどうかを検出するためにのみ

LifeKeeperで使用されます。LifeKeeperのGUIは、TCP/IPを使用して、保護するリソースに関するス

テータス情報を通信します。TCPコミュニケーションパスが2つ設定されている場合、LifeKeeperはパブ

リックネットワークのコミュニケーションパスをリソースステータスの通信に使用します。このため、LifeKeeper
のGUIが使用しているネットワークがダウンすると、TTY (または他のTCP)コミュニケーションパスが動作

可能な場合でも、GUIには他のサーバのステータスがUNKNOWN として表示されます。

3. 共有データリソース。共有ストレージの構成では、LifeKeeperクラスタ内のサーバは同一セットのディスク

に対するアクセスを共有します。プライマリサーバに障害が発生した場合、LifeKeeperは障害が発生し

たサーバ上にあるディスクのロック解除、および次に使用可能なバックアップサーバのディスクのロックを自

動管理します。

4. 共有通信。LifeKeeperは TCP/IPアドレスのような通信リソースの切り替えを自動管理できるので、アプ

リケーションが現在どのサーバでアクティブになっているかには無関係に、ユーザはアプリケーションに接続

できます。

すべてのLifeKeeper設定に共通するコンポーネント
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システムのグループ化の配置

システムのグループ化の配置

リソース階層は、LifeKeeperサーバのクラスタに対して定義されます。ある階層について、各サーバに優先順位

が割り当てられます。1が最高の優先順位です。プライマリ、つまり優先順位が最高のサーバが、それらのリソー

スの通常動作に使用するコンピュータです。2番目に高い優先順位を持つサーバがバックアップサーバであり、プ

ライマリサーバに障害が発生した場合に、LifeKeeperがリソースを切り替える先のサーバです。

アクティブ /アクティブのグループでは、すべてのサーバがプロセスをアクティブに実行します。ただし、他のサーバのリ

ソース階層ではバックアップサーバとしても機能します。アクティブ /スタンバイのグループでは、プライマリサーバは

処理を実行し、バックアップサーバはプライマリサーバに障害が発生した場合に備えてスタンバイするように設定

できます。スタンバイシステムは小型でパフォーマンスの低いシステムでもかまいませんが、プライマリサーバに障害

が発生した場合にリソースの可用性を確保できるだけの処理能力が必要です。

共有リソースに対する物理的な接続とアクセスにより、グループ化のオプションが決まります。グループ化するサー

バには、通信とハートビートパスがインストールされ、動作可能である必要があり、すべてのサーバが共有 SCSI
またはファイバチャネルインターフェース経由で、ディスクリソースにアクセスできる必要があります。例えば、以下の

図では、サーバ1のリソースAppAにはグループ化オプションが1つのみあります。この構成で AppAデータベース

への共有アクセスを持つ他のサーバはサーバ2のみです。

ただし、サーバ3のリソースAppBは、その他 3台のいずれを含むグループにも属するように設定できます。これ

は、この例の共有 SCSIバスが、構成内の4台すべてのサーバにAppBデータベースへのアクセスを提供してい

るからです。

アクティブ - アクティブのグループ化

アクティブ /アクティブペアの設定では、すべてのサーバがプロセスをアクティブに実行します。また、他のサーバのリ

ソース階層ではバックアップサーバとして機能します。
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アクティブ -スタンバイのグループ化

以下の設定例に、2つのアクティブ /アクティブペアのサーバを示します。サーバ1は AppAを処理していますが、

サーバ2で実行中のAppXのバックアップサーバとして機能します。この逆も当てはまります。サーバ2は AppXを

処理していますが、サーバ1で実行中のAppAのバックアップサーバとして機能します。サーバ3とサーバ4の間

には、同じタイプのアクティブ/アクティブの関係があります。

サーバ1とサーバ2の設定と、サーバ3とサーバ4の設定は似ていますが、大きな違いがあります。AppA と

AppXのアプリケーションについて、サーバ1とサーバ2のみをグループ化できます。これらのサーバのみが、共有リ

ソースにアクセスできます。

ただし、AppB とAppCは、複数のグループ化オプションを持ちます。これは、4台のサーバすべてがAppB と

AppCの共有リソースにアクセスできるからです。AppB とAppCは、第 3、第 4のバックアップシステムとしてサーバ

1やサーバ2にフェイルオーバするように設定することもできます。

注記 : LifeKeeperはディスクレベルでロックを適用するので、AppB とAppCのディスクリソースに接続する 4つのシ

ステムのうち、任意の時点でそれらにアクセスできるのは 1つのみです。このため、サーバ3がアクティブにAppBを

処理しているときには、サーバ1、サーバ2、およびサーバ4は物理的に接続していても AppBのディスクリソース

を使用できません。

アクティブ - スタンバイのグループ化

アクティブ /スタンバイのペア設定では、プライマリサーバは処理を実行し、バックアップサーバはプライマリサーバに

障害が発生した場合に備えてスタンバイします。スタンバイシステムは小型でパフォーマンスの低いシステムでも

かまいませんが、プライマリサーバに障害が発生した場合にリソースの可用性を確保できるだけの処理能力が

必要です。
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IntelligentスイッチバックとAutomaticスイッチバックの違い

スタンバイサーバは、複数のアクティブサーバにバックアップを提供します。例えば、上の図では、3つのアクティブ /
スタンバイのリソースペアでサーバ2がスタンバイサーバです。LifeKeeperのリソース定義が、以下のアクティブ /ス
タンバイのペアの関係を指定します。

l サーバ1のAppAがサーバ2にフェイルオーバする。

l サーバ3のAppBがサーバ2にフェイルオーバする。

l サーバ4のAppCがサーバ2にフェイルオーバする。

複数のアクティブ /スタンバイグループを持つ設定を検討するときには、以下の3つの重要な設定概念を念頭

に置いてください。

l ディスクの所有権。複数の異なるアクティブなアプリケーションは、異なる複数のサーバから、同じ共有

ディスクまた LUNにあるディスクパーティションを使用できません。LifeKeeperは、ディスクまたは LUNのレ

ベルでロックを適用します。SCSIロックが適用された場合、共有 SCSIバス上にあるシステム1台のみ

が、ディスクまたは LUNのパーティションにアクセスできます。このため、同一ディスク上の異なるパーティショ

ンにアクセスする複数のアプリケーションは、同一サーバ上でアクティブにする必要があります。この例で

は、サーバ3がAppBのディスクリソースを所有し、サーバ4がAppCのリソースを所有します。

l 処理能力。サーバ1、サーバ3、およびサーバ4に同時に障害が発生する可能性は非常に低いです

が、複数のリソース関係をサポートするスタンバイサーバを指定するときには、複数の障害が発生した場

合にスタンバイサーバが重要な処理のすべてを処理できるように注意する必要があります。

l LifeKeeper の管理。この例では、サーバ2がその他 3台のサーバをバックアップします。一般的に、

LifeKeeperのデータベースを複数の論理グループで同時に管理することは望ましくありません。はじめに、

予備システムと1台のアクティブなシステムとの間でリソースを作成し、次に予備システムと別のアクティブ

なシステムとの間、という手順を繰り返してリソースを作成する必要があります。

Intelligent スイッチバックと Automatic スイッチバックの違い

デフォルトでは、リソースのスイッチバック設定は Intelligentです。これは、そのリソースについてサーバAからサーバ

Bにフェイルオーバが発生すると、別の障害が発生するか、管理者がリソースを別のサーバに Intelligentに切り

替えるまで、リソースはサーバBに残ります。このため、サーバAが In Serviceに戻った後も、リソースはサーバB
で動作を続行します。この時点では、サーバAはリソースのバックアップとして機能します。
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syslogによるログの記録

状況によっては、障害が発生したサーバが復旧したときに、リソースをそのサーバに自動でスイッチバックすること

が望ましい場合があります。LifeKeeperには、前述したデフォルトの Intelligentスイッチバック動作に代わる選択

肢として、Automaticスイッチバックオプションがあります。このオプションは、各サーバの個々のリソース階層に設

定できます。特定のサーバ上にあるリソース階層にAutomaticスイッチバックを選択し、そのサーバに障害が発

生した場合、そのリソース階層はバックアップシステムにフェイルオーバします。障害が発生したサーバが復旧した

ときに、リソース階層は元のサーバに自動的にスイッチバックします。

注記 :

l 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。

l LifeKeeperは、優先順位が上位のサーバから下位のサーバへのAutomaticスイッチバックを実行しませ

ん。

syslogによるログの記録

LifeKeeper 8.0から、標準のsyslog機能を使用してログの記録が行われます。LifeKeeperでは、2つの

syslogの実装 (rsyslog、およびsyslog-ng)をサポートしています。パッケージのインストール時には、すべ

てのLifeKeeperログメッセージに対して「local6」機能を使用するように syslogが設定されます(もし、 local6が
既に使用されている場合は、他の localを使用します)。すべてのLifeKeeperログメッセージを

/var/log/lifekeeper.logに送信する LifeKeeper固有のルーティングを含むように、syslog設定ファイル

(/etc/rsyslog.confまたは /etc/syslog-ng/syslog-ng.conf)が変更されます。(元の設定ファイルは、「~」で終わる

同じ名前を使用してバックアップされます。)

重要 : LifeKeeper固有の設定を手動で編集しないでください。アップグレードやアンインストールが正

しく機能しないことがあります。

この機能は、インストール後に /opt/LifeKeeper/binにある lklogconfigツールを使用して変更することができ

ます。 例えば facilityを local5に変更する場合は、以下のコマンドを実行してください。

lkstop -f
lklogconfig --action=update --facility=local5
lkstart

このツールの詳細については、LifeKeeperがインストールされているシステム上の lklogconfig(8)マニュアルページ

を参照してください。

Generic Applicationのリソーススクリプトが /opt/LifeKeeper/out/logに直接メッセージを送ると、LifeKeeperはデ

フォルトで/var/log/lifekeeper.logにERRORレベルのログメッセージを送ります。 /etc/default/LifeKeeperに
LOGMGR_LOGLEVEL=LK_INFOパラメータを追加すれば、ERRORレベルをINFOレベルに変更することがで

きます。

注意 : LifeKeeperがサーバから削除されると、LifeKeeper固有のsyslog設定が削除されます。

リソース階層

LifeKeeperのGUIを使用すると、あるサーバにリソース階層を作成し、次にその階層を 1台以上のバックアップ

サーバに拡張できます。その後、LifeKeeperにより、指定したすべてのサーバに指定階層が自動作成されま

す。LifeKeeperは、各サーバのデータベースで階層情報を管理します。コマンドラインインターフェースを使用する
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リソースタイプ

場合は、各サーバの階層を明示的に指定する必要があります。

リソース階層の作成後、LifeKeeperが階層内のリソースの停止と開始を管理します。以下の関連トピックで、

階層の指定作業の基本情報を説明しています。

リソースタイプ

リソースはハードウェアとソフトウェアのいずれかであり、リソースタイプ別に分類できます。LifeKeeperはファイルシ

ステムとSCSIのリソースタイプに処理を提供し、リカバリキットは通信、RDBMS、その他のアプリケーションのリ

ソースタイプに処理を提供します。

例えば、保護するファイルシステムの階層には、以下のタイプのリソースインスタンスが含まれます。

l filesys - Linuxのファイルシステムリソースオブジェクトで、マウントポイントにより識別されます。

l device - SCSIディスクパーティションと仮想ディスクで、デバイスファイル名で識別されます (例 : sdc1)。

l disk - SCSIディスクまたはRAIDシステム論理ユニットで、SCSIデバイス名で識別されます (例 : sd)。

リソースの状態

状態 意味

In Service、
保護 (ISP)

リソースが動作可能です。LifeKeeperのローカルリカバリが正常に動作しています。LifeKeeper
のサーバ間リカバリと障害検出が動作可能です。
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階層の関係

状態 意味

In Service、
未保護

(ISU)

リソースは動作可能です。しかし、LifeKeeperのリソースヘルス監視は無効の状態であるため、

ローカルリカバリーやフェイルオーバーは行われません。

注記：ファイルシステムリソース(filesys)で保護されたファイルシステムの使用容量が90%に(閾
値のデフォルト )達した時、リソースステータスをISUにすることでそれを通知します。この場合、

監視処理自体は継続されます。ファイルシステムリソースと使用容量の監視では、他のリソー

スタイプとは違って意味合いでISUステータスを使用しています。ファイルシステムの使用容量が

一度閾値を下回れば、リソースステータスはISPに戻ります。

Out of
Service、障

害 (OSF)

リソースが、障害によりOut of Serviceになっています。リカバリは完了していないか、失敗しま

した。このリソースについて、LifeKeeperの警告機能は動作不能です。

Out of
Service、障

害なし

(OSU)

リソースはOut of Serviceですが、別のサーバからリソースを引き継ぐことができます。

不正 (未定

義 )状態

(ILLSTATE)

この状態は、リソースインスタンスについて状態が設定されていない場合に表示されます。通

常の状況では、この不正状態が長く続くことはありません。ある状態から別の状態への移行が

予測されます。LifeKeeperの情報テーブルがすべて更新される前 (LifeKeeperが初めて起動す

るときなど)にスイッチオーバが発生した場合に、この状態になります。

階層の関係

LifeKeeperでは、リソースインスタンス間の関係を作成できます。主な関係は依存関係で、例えばあるリソース

インスタンスが動作するために、別のリソースインスタンスに依存します。リソースインスタンスと依存関係の組み

合わせが、リソース階層です。
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イクイバレンシ情報

例えば、 /usr1の動作はディスクサブシステムに依存するので、 /usr1と、ディスクサブシステムを表すインスタンスと

の間に順序付きの階層の関係を作成できます。

リソース階層により指定された依存関係は、リソースインスタンスを In ServiceとOut of Serviceにする適切な

順序を LifeKeeperに示します。このリソース階層の例では、disk とdeviceのインスタンスを正常に In Serviceに
するまで、LifeKeeperは /usr1リソースを In Serviceにすることができません。

イクイバレンシ情報

LifeKeeperリソース階層を作成して拡張すると、そのリソース階層はプライマリサーバとセカンダリサーバの両方に

存在します。ほとんどのリソースインスタンスは、1台のサーバでのみ同時にアクティブにできます。このようなリソー

スについて、LifeKeeperは「イクイバレンシ情報」という第 2の種類の関係を定義します。これにより、リソースが

あるサーバで In Serviceになると、イクイバレンシ情報が定義されている他のサーバではOut of Serviceになりま

す。

以下の例に、各サーバのディスクパーティションのリソースインスタンス間のイクイバレンシ情報を示します。この例

では、各リソースインスタンスが類似のイクイバレンシを持ちます。
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リソース階層の情報

リソース階層の情報

各リソースのステータスは、ステータスの詳細表示とステータスの簡略表示で表示されます。root リソースを表す

LifeKeeperのタグ名は、 [TAG]列の左端から開始され、階層内のリソースのタグ名は適切にインデントされてリ

ソース間の依存関係を表します。

以下の例は、ステータスの簡略表示のリソース階層セクションから取ったものです(デバイスとディスクの IDは、表

示領域に収まるように切り詰められている)。

LOCAL TAG ID STATE PRIO PRIMARY

svr1 app3910-on-svr1 app4238 ISP 1 svr2

svr1 filesys4083 /jrl1 ISP 1 svr2

svr1        device2126 000...300-1 ISP 1 svr2

svr1             disk2083 000...300 ISP 1 svr2

階層の図についてはリソース階層の例のトピックを参照してください。詳細については、ステータスの詳細表示と

ステータスの簡略表示のトピックの「リソース階層の情報」セクションを参照してください。
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リソース階層の例

リソース階層の例

ステータスの詳細表示

このトピックでは、 lcdstatus コマンドの出力例を使用してステータスの詳細表示で提供される情報のカテゴリに

ついて説明します。この情報を表示する方法の詳細については、LCD (1M)のマニュアルページを参照してくださ

い。コマンドラインに、man lcdstatusまたはman LCD を入力できます。LifeKeeperのGUIで使用できるス

テータス情報については、サーバーのステータスの表示またはリソースのステータスの表示を参照してください。

ステータスの詳細表示の例 : 

シャットダウンストラテジー

Resource hierarchies for machine "wileecoyote":

ROOT of RESOURCE HIERARCHY

apache-home.fred: id=apache-home.fred app=webserver type=apache state=ISP

initialize=(AUTORES_ISP) automatic restore to IN-SERVICE by LifeKeeper

info=/home/fred /usr/sbin/httpd

reason=restore action has succeeded

depends on resources: ipeth0-172.17.104.25,ipeth0-172.17.106.10,ipeth0-172.17.106.105

Local priority = 1

SHARED equivalency with "apache-home.fred" on "roadrunner", priority = 10
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ステータスの詳細表示

FAILOVER ALLOWED

ipeth0-172.17.104.25: id=IP-172.17.104.25 app=comm type=ip state=ISP

initialize=(AUTORES_ISP) automatic restore to IN-SERVICE by LifeKeeper

info=wileecoyote eth0 172.17.104.25 fffffc00

reason=restore action has succeeded

these resources are dependent: apache-home.fred

Local priority = 1

SHARED equivalency with "ipeth0-172.17.104.25" on "roadrunner", priority = 10

FAILOVER ALLOWED

ipeth0-172.17.106.10: id=IP-172.17.106.10 app=comm type=ip state=ISP

initialize=(AUTORES_ISP) automatic restore to IN-SERVICE by LifeKeeper

info=wileecoyote eth0 172.17.106.10 fffffc00

reason=restore action has succeeded

these resources are dependent: apache-home.fred

Local priority = 1

SHARED equivalency with "ipeth0-172.17.106.10" on "roadrunner", priority = 10

FAILOVER ALLOWED

ipeth0-172.17.106.105: id=IP-172.17.106.105 app=comm type=ip state=ISP

initialize=(AUTORES_ISP) automatic restore to IN-SERVICE by LifeKeeper

info=wileecoyote eth0 172.17.106.105 fffffc00

reason=restore action has succeeded

These resources are dependent: apache-home.fred

Local priority = 1

SHARED equivalency with "ipeth0-172.17.106.105" on "roadrunner", priority = 10

FAILOVER ALLOWED

通信ステータスの情報

The following LifeKeeper servers are known:

machine=wileecoyote state=ALIVE

machine=roadrunner state=DEAD (eventslcm detected failure at Wed Jun 7 15:45:14 EDT
2000)

The following LifeKeeper network connections exist:
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リソース階層の情報

to machine=roadrunner type=TCP addresses=192.168.1.1/192.168.105.19

state="DEAD" priority=2 #comm_downs=0

LifeKeeperのフラグ
The following LifeKeeper flags are on:

shutdown_switchover

シャットダウンストラテジー

The shutdown strategy is set to: switchover.

リソース階層の情報

LifeKeeperは、リソースのステータスを root リソースから表示します。表示には、リソースのすべての依存関係に

ついての情報が含まれます。

複数のリソースに共通する要素は、最初の root リソースの下に 1回のみ表示されます。各リソース記述の第 1
行には、リソースタグとその後に続くコロン (:)が表示されます (例 : device13557:)。階層内でリソースの記述に使

用できる情報要素を以下に示します。

l id - LifeKeeperが使用する一意のリソース識別文字列。

l app -アプリケーションのタイプを示します。例えば、サンプルリソースはWebサーバアプリケーションです。

l type -リソースのクラスタイプを示します。例えば、サンプルリソースは Apacheアプリケーションです。

l state -リソースの現在の状態。

l ISP—ローカルで In Serviceであり、保護されています。

l ISU — In Serviceであり、保護されていません。

l OSF—Out of Serviceであり、障害が発生しています。

l OSU—Out of Serviceであり、障害はありません。

l initialize -リソースの初期化方法を指定します。例えば、LifeKeeperはアプリケーションのリソースをリス

トアしますが、ホストアダプタは LifeKeeperなしで初期化します。

l info -オブジェクトの removeと restoreのスクリプトが使用する、オブジェクトに固有の情報があります。

l reason -存在する場合、リソースが現在の状態にある原因を示します。例えば、あるアプリケーションが

OSUの状態になった原因は、別のサーバでそのアプリケーションがIn Service (ISPまたは ISU)になった

からです。共有リソースは、グループ内の1台のサーバでのみ同時にアクティブにできます。

l depends on resources -存在する場合、このリソースが依存するリソースのタグ名がリストされます。

l these resources are dependent - このオブジェクトに直接依存するすべての親リソースのタグ名が示さ

れます。
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通信ステータスの情報

l Local priority -このリソースについて、ターゲットサーバのフェイルオーバの優先順位の値を示します。

l SHARED equivalency -このリソースが同等として定義されたリモートリソースのリソースタグとサーバ名、

およびこのリソースについてのフェイルオーバの優先順位の値を示します。

l FAILOVER ALLOWED -存在する場合、上の行で同等と指定されたリモートサーバで LifeKeeperが
動作可能であること、およびアプリケーションが障害に対して保護されていることを示します。FAILOVER
INHIBITEDは、LifeKeeperがシャットダウンされているかリモートサーバが停止していることにより、アプリ

ケーションが保護されていないことを示します。

通信ステータスの情報

ステータス表示のこのセクションには、LifeKeeperが認識しているサーバとその現在の状態、および各コミュニケー

ションパスの情報がリストされます。

これらの通信情報の要素は、ステータス表示にあります。

l state -コミュニケーションパスのステータス。通信ステータスの値は以下の値をとります。

l ALIVE -通常の動作中。

l DEAD -通常の動作をしていません。

l priority -コミュニケーションパスに割り当てられた優先順位の値。この項目は TCPパスについてのみ表

示されます。

l #comm_downs -ポートに障害が発生してフェイルオーバが発生した回数。パスの障害によりフェイル

オーバが発生するのは、障害発生時に「ALIVE」のコミュニケーションパスが他にない場合のみです。

さらに、ステータス表示では、TTYコミュニケーションパスについてのみ維持されている以下の統計値を提供でき

ます。

l wrpid -個々のTTYコミュニケーションパスが、一意の読み取りプロセスと書き込みプロセスを持ちます。

wrpidフィールドには、書き込みプロセスのプロセス IDがあります。書き込みプロセスは、以下の2つの条

件のうちいずれかが発生するまでスリープ状態です。

l ハートビートタイマの期限が切れ、書き込みプロセスにメッセージを送信させる。

l ローカルプロセスが、LifeKeeperのメンテナンスメッセージを他のサーバに送信するように書き込み

プロセスに要求する。書き込みプロセスは、関連付けられた TTYポートを使用して、メッセージを

他のシステムのTTYポート上にある読み取りプロセスに送信します。

l rdpid -個々のTTYコミュニケーションパスが、一意の読み取りプロセスと書き込みプロセスを持ちます。

rdpidフィールドには、読み取りプロセスのプロセス IDがあります。読み取りプロセスは、以下の2つの条

件のうちいずれかが発生するまでスリープ状態です。

l ハートビートタイマの期限が切れ、定義済みのハートビート間隔が期限切れになったかどうかを読

み取りプロセスが判断する必要がある場合。期限切れの場合、読み取りプロセスはコミュニケー

ションパスにDEAD状態のマークを付けます。これにより、ALIVE とマークされた他のコミュニケー

ションパスがない場合はフェイルオーバイベントが開始されます。

l リモートシステムの書き込みプロセスがLifeKeeperのメンテナンスメッセージを送信し、読み取りプ

ロセスがメッセージの受信に必要なプロトコルを実行します。
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l #NAKs -書き込みプロセスがnegative acknowledgment ( NAK)を受信した回数。NAK メッセージは、

他のシステム上にある読み取りプロセスが、書き込みプロセスが送信したメッセージを受け取らず、書き

込みプロセスがメッセージパケットを再送信する必要があったことを意味します。#NAKsの統計値は、回

線ノイズに起因して、長期間にわたって集計できます。ただし、急激に数値が増加した場合、通信サ

ブシステムで診断手順を実行する必要があります。

l #chksumerr -サーバ間のチェックサムメッセージが一致しなかった回数。この統計値は、回線ノイズに起

因して、長期間にわたって集計できます。ただし、急激に数値が増加した場合、通信サブシステムで診

断手順を実行する必要があります。

l #incmpltmes -受信メッセージパケットが予測サイズに一致しなかった回数。不一致の回数が多い場

合、コミュニケーションパスに関連付けられたハードウェアポートで診断手順の実行が必要な可能性があ

ります。

l #noreply -書き込みプロセスが肯定応答の待機中にタイムアウトし、メッセージを再送信しなければな

らなかった回数。肯定応答がない場合、サーバの過負荷、またはサーバの障害を意味することがありま

す。

l #pacresent -読み取りプロセスが同一パケットを受診した回数。これは、送信サーバの書き込みプロセ

スがタイムアウトし、同一メッセージを再送信する場合に発生することがあります。

l #pacoutseq -読み取りプロセスが、順序が不正のパケットを受診した回数。このフィールドの値が大きい

場合、メッセージパケットの脱落を示すことがあり、通信サブシステムで診断手順の実行が必要な可能

性があります。

l #maxretrys -特定のメッセージについて、再送信の最大回数を超えたときに増加する指標 (NAK と

noreplyのメッセージ)。#maxretrys フィールドの値が大きい場合、通信サブシステムで診断手順を実行

する必要があります。

LifeKeeperのフラグ

ステータスの詳細表示の後部近くに、システムのフラグセットがあります。共通タイプは、プロセスのロックが動作を

完了するまで他のプロセスを確実に待機させるために使用する LCDのロックフラグです。LCDのロックの標準

フォーマットは以下のとおりです。

!action!processID!time!machine:id.

一般的な LCDのロックフラグの例を示します。

l !action!02833!701236710!server1:filesys。ファイルシステム階層を作成すると、このフォーマットでステータ

ス表示にフラグが生成されます。 filesysの指定は、他のアプリケーションリソース階層では別のリソースタ

イプである場合も、一般的なアプリケーションやユーザ定義アプリケーションでは appである場合もありま

す。

l 他の代表的なフラグとして、 !nofailover!machine、 !notarmode!machine、shutdown_switchoverなどが

あります。 !nofailover!machineと !notarmode!machineのフラグは、LifeKeeperが作成と削除を行う内部

の一時フラグで、サーバのフェイルオーバを制御します。shutdown_switchoverフラグは、このサーバの

シャットダウンストラテジーがswitchoverに設定されたことを示し、サーバのシャットダウンによりスイッチオー

バが発生します。使用可能なフラグの詳細については、依存関係の作成方法については、LCDI-flag
(1M)を参照してください。
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シャットダウンストラテジー

ステータスの詳細表示の最後の項目は、このシステム用に選択された LifeKeeperのシャットダウンストラテジーを

示します。詳細については、サーバのシャットダウンストラテジーの設定を参照してください。

ステータスの簡略表示

このトピックでは、 lcdstatus -e コマンドの出力例を使用して、ステータスの簡略表示で提供される情報のカテゴ

リについて説明します。この情報を表示する方法の詳細については、LCD (1M)のマニュアルページを参照してく

ださい。コマンドラインに、man lcdstatusまたはman LCD を入力できます。LifeKeeperのGUIで使用できるス

テータス情報については、サーバーのステータスの表示またはリソースのステータスの表示を参照してください。

ステータスの簡略表示の例 :

リソース階層の情報

BACKUP TAG ID STATE PRIO PRIMARY

svr1 appfs3910-on-svr1 appfs4238 ISP 1 svr2

svr1 filesys4083 /jrl1 ISP 1 svr2

svr1        device2126 000...300-1 ISP 1 svr2

svr1             disk2083 000...300 ISP 1 svr2

通信ステータスの情報

MACHINE NETWORK ADDRESSES/DEVICE STATE  PRIO

svr1 TCP 100.10.1.20/100.11.1.21 ALIVE 1

svr1 TTY /dev/ttyS0 ALIVE --

リソース階層の情報

LifeKeeperは、各リソースのステータスを表示します。root リソースを表すLifeKeeperのタグ名は、 [TAG]列の左

端から開始され、階層内のリソースのタグ名は適切にインデントされてリソース間の依存関係を表します。

BACKUP 列は、フェイルオーバの優先順序内で、このステータス表示の対象システムの次にあるシステムを示

します。指定したリソースについて、ターゲットシステムが優先順位の最も低いシステムである場合、そのリソース

のBACKUP 列にはダッシュ (------)が表示されます。

l TAG 列 -リソースの root タグがあります。

l ID 列 -各リソースの識別文字列があります。

l STATE 列 -各リソースの現在の状態があります (リソースの状態を参照 )。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 21



通信ステータスの情報

l PRIO 列 -各リソースについて、ローカルサーバのフェイルオーバの優先順位の値があります。

l PRIMARY 列 -各リソースについて、優先順位が最高のサーバ名があります。

通信ステータスの情報

表示のこのセクションには、ターゲットシステムで定義された各コミュニケーションパスのリストがあります。各パスに

ついて、以下の情報が表示されます。

l MACHINE -コミュニケーションパスのリモートサーバ名。

l NETWORK -コミュニケーションパスのタイプ (TCPまたは TTY)。

l ADDRESSES/DEVICE -コミュニケーションパスの IPアドレスまたはデバイス名のペア。

l STATE -コミュニケーションパスの状態 (ALIVEまたはDEAD)。

l PRIO - TCPパスの場合、パスに割り当てられた優先順位。TTYパスの場合、優先順位が割り当てら

れていないので、この列にはダッシュ (----)が表示されます。

障害検出とリカバリのシナリオ

障害検出とリカバリを実行するために、LifeKeeperのさまざまなコンポーネントがどのように連携しているかを調べ

るには、3つのタイプのリカバリシナリオを説明する以下のトピックを参照してください。

IP ローカルリカバリ

SIOSでは、バックアップインターフェースが必要な場合、すべてのLifeKeeperリリースに含まれる標準 Linuxの
NICボンディングメカニズムを使用してボンディングしたインターフェースを使用することを推奨しています。

LifeKeeperのリリース7.4.0から、ボンディングしたインターフェースがサポートする唯一の方法になりました。7.4.0
以前のリリースでは、後述の IPキットのバックアップインターフェース機能を使用できます。

IPローカルリカバリ機能を使用すると、 IP Recovery Kitが障害を検出したときに、LifeKeeperは、保護している

IPアドレスを、設定されているインターフェースから同一サーバ上の別のインターフェースに移動できます。ローカ

ルリカバリはオプションのバックアップ方式を提供するので、サーバで特定のインターフェースに障害が発生した場

合、保護している IPアドレスをバックアップインターフェースで動作可能にできます。このため、アプリケーション/リ
ソース階層全体がバックアップサーバにフェイルオーバすることを防ぐことができます。

ローカルリカバリのシナリオ

IPローカルリカバリを使用すると、サーバ上で LifeKeeperが保護する各 IPアドレスについて、バックアップネット

ワークインターフェースを 1つ指定できます。バックアップインターフェースが正しく動作するためには、プライマリイン

ターフェースと同じ物理ネットワークに接続する必要があります。システム管理者は、有効なインターフェースが選

択されていることを確認する必要があります。バックアップインターフェースをあるサーバに指定し、クラスタ内の他

のサーバには指定しないことには、正当性があります。選択されたあるサーバ上のバックアップインターフェースは、

他のサーバ上のバックアップの選択に影響を与えません。

IP Recovery Kitによって IPアドレスの障害が検出されると、結果として生じる障害によって IPローカルリカバリ

スクリプトが起動されます。LifeKeeperは最初に、その IPアドレスを現在のネットワークインターフェース上で In
Serviceに戻そうとします。この動作に失敗した場合、LifeKeeperはリソースインスタンスをチェックして、使用可
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能なバックアップインターフェースの有無を調べます。使用可能なバックアップインターフェースがある場合、 IPアド

レスをバックアップインターフェースに移動しようとします。ローカルリカバリの試行がすべて失敗した場合、

LifeKeeperは IPアドレスとすべての依存リソースをバックアップサーバにフェイルオーバします。

バックアップインターフェース名は、 IP リソースインスタンスの情報フィールドに指定できます。情報フィールドの値は

スペースで区切り、プライマリサーバ名、ネットワークインターフェース名、 IPアドレス、ネットマスク、バックアップイン

ターフェース名の順に指定します。例を示します。

ServerA eth0 172.17.106.10 fffffc00 eth1

バックアップインターフェースを設定しない場合、5番目のフィールド値を noneに設定してください。

保護している IPアドレスがバックアップインターフェースに移動すると、2番目と5番目のフィールド値が入れ替え

られ、元のバックアップインターフェースがプライマリになり、元のプライマリインターフェースがバックアップになります。

この結果、LifeKeeperの起動時、スイッチオーバ時、およびフェイルオーバ時には、LifeKeeperは常に最後に設

定されたインターフェースで IPアドレスを In Serviceにしようとします。

コマンドラインの操作

LifeKeeper for Linux v3.01以降では、既存の IP リソースインスタンスにバックアップインターフェースを追加したり

削除したりする機能は、コマンドラインユーティリティとして提供されています。この機能は、lkipbuユーティリティ

が提供します。コマンドと構文は以下のとおりです。

lkipbu [-d machine] -{a|r} -t tag -f interface

このインスタンスについてバックアップインターフェースがすでに定義済みの場合、または不正なインターフェース名

が指定された場合、add 動作 (-aオプションで指定 )は失敗します。指定したインターフェースが、この

DataKeeperの現在のバックアップインターフェースでない場合、削除動作 (-rオプションで指定 )は失敗します。

コマンドライン操作で、 IPアドレスをバックアップインターフェースに手動で移動することもできます。この操作は、

以下の構文で -mオプションにより指定します。

lkipbu [-d machine] -m -t tag

このインスタンスについてバックアップインターフェースが設定されていない場合、この操作は失敗します。指定し

たリソースインスタンスが現在 In Serviceである場合、現在のインスタンスから IPアドレスを設定解除する

ipaction remove動作、および IPアドレスをバックアップインターフェースに設定する ipaction restore
動作を使用して、移動が実行されます。移動後、 execute_broadcast_pingの機能を使用して新しい

インターフェース上にあるアドレスの動作が確認され、正常に動作している場合は、 IP リソースインスタンスの

INFOフィールドにあるインターフェースの値が入れ替えられます。このコマンドの実行時に、指定した IP リソース

インスタンスがOut of Serviceである場合、 INFOフィールドのプライマリとバックアップのインターフェースの値が単

純に入れ替えられます。

lkipbu ユーティリティには、指定した IP リソースインスタンスについて現在指定されているプライマリとバックアッ

プのインターフェース、およびプライマリインターフェース上のリソースの状態 (動作中または停止 )を取得するオプ

ションもあります。この操作は、以下の構文で -sオプションにより指定します。

lkipbu [-d machine] -s -t tag

出力は、以下のようになります。

IP address: 172.17.106.10
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Netmask: 255.255.252.0

Primary interface: eth0 (up)

Backup interface: eth1

詳細については、 lkipbu(8)のマニュアルページを参照してください。

リソースのエラーリカバリのシナリオ

LifeKeeperは、LifeKeeperが保護するリソースのステータスと健全性をチェックするリアルタイムデーモンモニタ

lkcheckを装備しています。 In Serviceの各リソースについて、 lkcheckが定期的にそのリソースタイプの

quickCheckスクリプトを呼び出します。quickCheckスクリプトがリソースのクイック健全性チェックを実行し、リ

ソースが障害のある状態にあると判断すると、quickCheckスクリプトはイベント通知メカニズムsendeventを呼

び出します。

以下の図に、 lkcheckがプロセスを開始したときのリカバリプロセスの作業を示します。

1. lkcheckが実行されます。デフォルトでは、 lkcheckプロセスは 2分ごとに実行されます。 lkcheckが動作

すると、システムで In Serviceの各リソースについて適切は quickCheckスクリプトを呼び出します。

2. quickCheckスクリプトがリソースをチェックします。quickCheckスクリプトが実行するチェックの内容は、

各リソースタイプによって異なります。通常、スクリプトは、リソースのクライアントの動作をシミュレートし

て、予測した応答を受信するかどうかを確認することにより、目的の作業を実行するためにリソースが使

用可能かどうかを単純に確認します。

3. quickCheckスクリプトがsendeventを呼び出します。quickCheckスクリプトが、リソースが障害のある

状態にあると判断した場合、sendeventを呼び出して、適切なクラスとタイプを持つイベントを開始しま

す。

4. リカバリ手順の検索。システムイベント通知メカニズムsendeventは、はじめに、イベントタイプまたはコン

ポーネントについて、LCDがリソースまたはリカバリを持つかどうかを判断しようとします。この判断を行うた
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めに、 is_recoverableプロセスは LCDのリソース階層をスキャンして、イベントに対応するリソースインスタ

ンス (この例では filesysの名前 )を検索します。

次の手順の動作は、スキャンでリソースレベルのリカバリ手順が検出されたかどうかによって異なります。

l 検出されない場合。リカバリ手順が見つからない場合、 is_recoverableは sendeventに戻り、

sendeventは基本イベント通知を続行します。

l 検出された場合。スキャンでリソースが検出された場合、 is_recoverableはリカバリプロセスをバックグラウ

ンドに運びます。 is_recoverableプロセスが戻り、sendeventが基本イベント通知を続行します。推奨フ

ラグ「-A」を基本警告イベント応答スクリプトに渡し、LifeKeeperがリカバリを実行することを示します。

5. リカバリプロセスが開始されます。リカバリが続行していると仮定して、 is_recoverableはリカバリプロセスを

開始し、はじめにローカルリカバリを試行します。

6. ローカルリカバリが試行されます。インスタンスが検出された場合、リカバリプロセスは、LCD内のリソース

階層にアクセスし、階層ツリーからイベントに応答する方法を知っているリソースを検索して、ローカルリカ

バリを試行します。各リソースタイプについて、イベントクラスにちなむ名前を持つサブディレクトリ (そのイベ

ントタイプのリカバリスクリプトを持つ)を含むリカバリサブディレクトリを検索します。

リカバリプロセスが、リソース階層で障害が発生しているリソースから上方向に最も離れたリソースに関連

付けられている、リカバリスクリプトを実行します。リカバリスクリプトが正常に完了した場合、リカバリは停

止します。スクリプトが失敗した場合、次のリソースに関連付けられたスクリプトが実行され、リカバリスク

リプトが正常に完了するか、障害が発生したインスタンスに関連付けられたリカバリスクリプトが試行され

るまで続行されます。

ローカルリカバリが正常に完了した場合、リカバリは停止します。

7. サーバ間のリカバリが開始されます。ローカルリカバリに失敗した場合、イベントはサーバ間のリカバリにエ

スカレートします。

8. リカバリが続行されます。ローカルリカバリに失敗しているので、リカバリプロセスは失敗したインスタンスを

Out-of-Service-FAILED (OSF)状態にマークし、この失敗したリソースに依存するすべてのリソースを

Out-of-Service-UNIMPAIRED (OSU)状態にマークします。リカバリプロセスは次に、障害が発生したリ

ソース、または障害が発生したリソースに依存するリソースが、他のシステム上にあるリソースとイクイバレ

ンシー情報を持っているかどうかを判断し、優先順位が最高の動作可能なサーバを選択します。同時

にアクティブにできるイクイバレンシー情報を持つリソースは 1つのみです。

イクイバレンシー情報が存在しない場合、リカバリプロセスは停止します。

イクイバレンシー情報が検出されて選択された場合、LifeKeeperはサーバ間のリカバリを開始します。リ

カバリプロセスがLCM経由で、イクイバレンシー情報を持つリソースを持つ選択されたバックアップシステム

のLCDプロセスにメッセージを送信します。これは、LifeKeeperがサーバ間のリカバリを試行することを意

味します。

9. lcdrecoverプロセスが転送を調整します。バックアップサーバのLCDプロセスが lcdrecoverプロセスを運

び、同等リソースの転送を調整します。

10. バックアップサーバのアクティブ化。 lcdrecoverプロセスが同等のリソースを検出し、そのリソースがOut of
Serviceのリソースに依存しているかどうかを判断します。 lcdrecoverが、必要な各リソースについて

restoreスクリプト (リソースリカバリ動作スクリプトの一部 )を実行し、リソースを In Serviceにします。
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サーバの障害リカバリのシナリオ

バックアップサーバでリソースをリストアすることにより、プライマリシステムからより多くの共有リソースを転送

することが必要になる場合があります。プライマリシステムとの間で、プライマリサーバ上でのサービスから削

除する必要があるリソースを示すメッセージが送受信され、次に選択したバックアップサーバで In Service
になり、重要なアプリケーションのすべての機能が提供されます。この動作は、転送する追加の共有リ

ソースがなくなり、バックアップで必要なすべてのリソースインスタンスがリストアされるまで続行されます。

サーバの障害リカバリのシナリオ

LifeKeeper Communications Manager (LCM)には、2つの機能があります。

l メッセージング。LCMは、LifeKeeperがリカバリ、設定、または監査の実行を行うときに送信するメッセー

ジの経路として機能します。

l 障害検出。また、LCMには、サーバに障害が発生しているかどうかを検出する役割もあります。

LifeKeeperには、構成内の各サーバに、ペアのサーバが動作していることを定期的に通知する組み込みのハー

トビート信号があります。あるサーバが、いずれかのコミュニケーションパス経由でハートビートメッセージを受信しな

かった場合、LifeKeeperはそのパスをDEAD としてマークします。

以下の図に、LCMハートビートメカニズムがサーバの障害を検出したときのリカバリ作業を示します。

以下の手順では、上の図で、LifeKeeperがあるサーバのすべての通信接続をDEAD としてマークした場合のリ

カバリシナリオを説明します。

1. LCMがeventslcmを起動します。LifeKeeperがすべてのコミュニケーションパスをDEAD としてマークする

と、LCMは eventslcmプロセスを開始します。

eventslcmプロセスを停止する活動は 1つのみです。

l コミュニケーションパスが、アクティブである。いずれかのコミュニケーションパスがハートビート信号の送信を

再開した場合、LCMは eventslcmプロセスを停止します。
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サーバの障害リカバリのシナリオ

通信障害に起因するフェイルオーバやシステムの障害を防止するために、各ペアのサーバ間に、物理的

に独立した冗長なコミュニケーションパスを 2つ以上設定することが重要です。

2. sendeventへのメッセージ送信。eventslcmは、sendeventをイベントタイプmachfailで呼び出してシス

テム障害アラームを送信します。

3. sendeventがフェイルオーバリカバリを開始します。sendeventプログラムが、LifeKeeperがシステム障害イ

ベントを処理できることを判断し、LifeKeeperフェイルオーバリカバリプロセス lcdmachfailを実行します。

4. lcdmachfailのチェック。 lcdmachfailプロセスがはじめに、応答していないサーバがシャットダウンしてい

ないことを確認します。システム障害の発生前に、他のシステムが正常にシャットダウンしている場合、

フェイルオーバは禁止されます。次に、 lcdmachfail は、障害が発生したシステムと同等の共有を持つリ

ソースをすべて特定します。これが、リカバリの関与ポイントです。

5. lcdmachfailがリソースをリストアします。 lcdmachfail が、障害が発生したシステムと同等のイクイバレン

シ情報を持つ、バックアップサーバ上のリソースをすべて特定します。また、バックアップサーバが該当するリ

ソースが構成されている、優先順位が最高のアクティブなサーバであるかどうかを判断します。すべての

バックアップサーバがこのチェックを実行するので、1台のサーバのみが階層のリカバリを試行します。この

チェックに合格した個々の同等リソースについて、 lcdmachfail が、関連付けられたリストアプログラムを

呼び出します。次に、 lcdmachfailは、リストアしたリソースに依存する各リソースもリストアします。これ

は、バックアップサーバ上の階層全体がサービス中になるまで続行されます。
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インストールと設定

インストールと設定

SPS for Linuxのインストール

SPS for Linux ソフトウェアのインストールに関する詳細な手順については、SPS for Linux インストールガイドを

参照してください。その他の情報については、 SPS for Linux リリースノートを参照してください。

SPS for Linuxの設定

SPS環境がインストールされると、クラスタ内の各サーバ上で SPSソフトウェアを設定することができます。以下

のSPS 設定手順トピックに記載の手順に従ってください。ここには、詳細情報を含む各トピックへのリンクが記

載されています。

SPS の設定手順

SPSインストールガイドの説明に従って SPS環境をインストールした場合、クラスタ内の各サーバで SPSソフト

ウェアを起動し、設定することができます。

詳細を説明するトピックへのリンクを含む以下の手順を実行してください。以下の手順は、クラスタ内の各サー

バで実行します。

1. 次のコマンドを root として実行して LifeKeeperを起動します。

/etc/init.d/lifekeeper start

このコマンドによって、管理対象のサーバ上のまだ起動していないすべてのLifeKeeperデーモンプロセス

を起動します。

LifeKeeperの起動および停止の詳細については、LifeKeeperの起動 およびLifeKeeperの停止 を参照

してください。

2. TTY通信接続をセットアップします。LifeKeeperのハートビート用に TTY通信 パスを利用する場合は、

ハートビート用の物理的な接続をセットアップする必要があります。

3. GUIを設定します。GUIの設定には多くのタスクが含まれます。GUIの実行準備 のLifeKeeper GUI -概
要トピックから始めてください。詳細な手順については、GUIの実行準備 に網羅されたリンクの順番に

従ってください。

注記 : LifeKeeper GUIを初めて実行すると、QuickStartボタンが表示され、これを押すとLifeKeeperのリ

ソースの設定を案内する手順とリンクを含むウィンドウが開きます。QuickStart Configuration Assistant
は [Help] メニューからいつでもアクセスできます。

4. コミュニケーションパスを作成します。LifeKeeperの保護を有効にする前に、コミュニケーションパス (ハート

ビート )の定義を作成する必要があります。

5. 以下の設定作業を任意で実行します。

l サーバのシャットダウンストラテジーの設定
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TTY接続のセットアップ

l 手動フェイルオーバ確認オプションの設定

l LifeKeeperハートビートの調整

l SNMPイベント転送の設定

l イベントメール通知の設定

l クラスタで STONITHデバイスを使用する場合は、STONITHデバイスを制御するスクリプト

を作成し、LifeKeeperの適切なイベントディレクトリに配置します。

6. SPSでアプリケーションを保護する準備ができました。以降の手順は、オプションのSPS Recovery Kit
のいずれかを使用するかどうかによって異なります。

l SPS Recovery Kitを使用する場合、リソース階層の作成と拡張の手順については

Recovery Kitに関連するドキュメンテーションを参照してください。

l 関連するRecovery Kitがないアプリケーションを使用する場合、2通りの選択肢がありま

す。

l シンプルなアプリケーションの場合、アプリケーションとLifeKeeperとの間のインター

フェースの作成方法を慎重に検討してください。LifeKeeper Coreに含まれる

Generic Application Recovery Kitを使用して保護することもできます。

l OSが提供しているサービスの場合、LifeKeeper Coreに含まれるQuick Service
Protection (QSP) Recovery Kitを使用して容易にリソースが作成できます。ただ

し、quickCheckでは簡易なチェックしかしていませんので、注意が必要です。

TTY 接続のセットアップ

LifeKeeperのハートビート用に TTYコミュニケーションパスを利用する場合は、ハートビート用の物理的な接続

をセットアップする必要があります。単一の通信障害による誤ったフェイルオーバを抑止するためには、複数のコ

ミュニケーションパスが必要です。2つ以上のLANベース (TCP)のコミュニケーションパスも使用する必要がありま

す。

使用する各サーバのシリアルポートにシリアルハートビート用のTTYケーブルを接続します。

1. 次のコマンドを実行してシリアルパスをテストします。

/opt/LifeKeeper/bin/portio -r -p port -b baud

ここで、

l baudは、シリアルパス用に選択したボーレート (通常は 9600)

l portは、サーバ1でテスト中のシリアルポート。例えば、 /dev/ttyS0

これでサーバ1は、サーバ2からの入力を待っている状態です。

2. サーバ2で portioコマンドを実行します。ペアの2番目のシステムで次のコマンドを実行します。

echo Helloworld | /opt/LifeKeeper/bin/portio -p port -b baud

ここで、

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 29



SNMPによる LifeKeeperイベント転送

l baudは、サーバ1に合わせて選択した同じボーレート

l portは、サーバ2でテスト中のシリアルポート。例えば、 /dev/ttyS0。

3. コンソールを確認します。コミュニケーションパスが正常に動作する場合、サーバ1のコンソールには

「Helloworld」が表示されます。表示されない場合は、診断、修正作業を終えてから LifeKeeperの設

定を続けてください。

SNMP による LifeKeeper イベント転送

SNMP による LifeKeeper イベント転送の概要

SNMP (Simple Network Management Protocol)は、ネットワークを管理するための、デバイスに依存しないフ

レームワークです。ネットワーク上のデバイスは、デバイスのベンダーが提供するMIB (Management Information
Base)変数によって記述されます。ネットワーク内の各ノード上では SNMPエージェントが実行され、ネットワーク

マネージャノードと通信を行います。ネットワークマネージャは、エージェントに対するクエリでMIB変数の値を取

得、設定することにより、エージェントノードを監視、制御します。エージェントは、トラップと呼ばれるメッセージを

非同期に生成して例外イベントの発生をマネージャにしらせることもできます。SNMP (Simple Network
Management Protocol)を使用してネットワークを監視および管理するアプリケーションは多数提供されていま

す。

LifeKeeperのイベント通知機能では、特定のイベントが起きたときに通知を受信するアプリケーションを登録す

ることができます (sendevent(5)マニュアルページを参照 )。LifeKeeperは、LifeKeeperの動作を監視するサード

パーティのネットワーク管理コンソールに向けて LifeKeeperの重要なイベントに関するSNMP トラップ通知を送

信するように簡単に設定できます。

SNMP トラップを受信するリモート管理コンソールは、最初にそのシステムの管理用ソフトウェアを使用して設定

する必要があります。LifeKeeperは、外部のSNMPの設定機能を提供していません。リモート管理サーバは、

通常、LifeKeeperクラスタの外側に配置されます (つまりLifeKeeperのノードではありません)

LifeKeeper イベントテーブル

以下の表では、LifeKeeperのイベントのリストと関連付けられているトラップ番号を示しています。オブジェクト ID
(OID)は、プリフィックスとそれに続く個別のトラップ番号から、次のフォーマットで構成されます。

prefix.0.specific trap number

プリフィックスは「.1.3.6.1.4.1.7359」であり、これはMIBツリーで iso.org.dod.internet.private.enterprises.7359
に展開されます(7359は、SteelEye (SIOS Technology)の企業番号です。LifeKeeperを表す「1」をこれに続け

ます)。例えば、「LifeKeeper Startup Complete」イベントは次のOIDを生成します: .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.100。

LifeKeeper イベント /説明
トラップ

番号
オブジェクト ID

LifeKeeper Startup Complete

LifeKeeperが起動したノードから送信されます
100 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.100
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LifeKeeper Shutdown Initiated

LifeKeeperのシャットダウンを開始したノードから送信されます
101 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.101

LifeKeeper Shutdown Complete

LifeKeeperのシャットダウンを完了したノードから送信されます
102 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.102

LifeKeeper Manual Switchover Initiated on Server

手動スイッチオーバを要求したノードから送信されます
110 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.110

LifeKeeper Manual Switchover Complete - recovered list

手動スイッチオーバを完了したノードから送信されます
111 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.111

LifeKeeper Manual Switchover Complete - failed list

手動スイッチオーバに失敗したクラスタ内の各ノードから送信されます
112 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.112

LifeKeeper Node Failure Detected for Server

クラスタ内のノードに障害が発生したときに、クラスタ内の各ノードから

送信されます

120 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.120

LifeKeeper Node Recovery Complete for Server - recovered list

障害ノードからのリソースをリカバリしたクラスタ内の各ノードから送信さ

れます

121 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.121

LifeKeeper Node Recovery Complete for Server - failed list

障害ノードからのリソースのリカバリに失敗したクラスタ内の各ノードから

送信されます

122 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.122

LifeKeeper Resource Recovery Initiated

リソースをリカバリしているノードから送信されます。リカバリが完了したか

失敗したかを示す131または 132 トラップが必ずこれに続きます。

130 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.130

LifeKeeper Resource Recovery Failed

リカバリを試みたリソースを稼働できなかったときに、トラップ 130を送信

したノードから送信されます

131* .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.131

LifeKeeper Resource Recovery Complete

リソースのリカバリが完了したときに、トラップ 130を送信したノードから

送信されます

132 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.132

LifeKeeper Communications Path Up

ノードへのコミュニケーションパスが確立されました
140 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.140

LifeKeeper Communications Path Down

ノードへのコミュニケーションパスがダウンしました
141 .1.3.6.1.4.1.7359.1.0.141
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LifeKeeperイベント転送の設定

トラップ PDU に追加情報を含めるために以下の変数が使用されま

す。

Trapmessage
すべて

のトラッ

プ

.1.3.6.1.4.1.7359.1.1

Resource Tag 130 .1.3.6.1.4.1.7359.1.2

Resource Tag 131 .1.3.6.1.4.1.7359.1.2

Resource Tag 132 .1.3.6.1.4.1.7359.1.2

List of recovered resources 111 .1.3.6.1.4.1.7359.1.3

List of recovered resources 121 .1.3.6.1.4.1.7359.1.3

List of failed resources 112 .1.3.6.1.4.1.7359.1.4

List of failed resources 122 .1.3.6.1.4.1.7359.1.4

*複数のバックアップサーバでリカバリに失敗すると、このトラップは複数回表示されることがあります。

LifeKeeper イベント転送の設定

前提条件

SNMPのイベント転送機能は、LifeKeeper Coreの機能の一部として含まれているので、LifeKeeperの追加

パッケージをインストールする必要はありません。LifeKeeperはトラップを発行するためにsnmptrapコマンドを使用

しているので、SNMP通知機能を使用するノードにsnmptrapコマンドをインストールしている必要があります。

snmptrapコマンドは以下のパッケージにて提供されています。

RHEL5以降および互換OS - net-snmp-utils
SLES11以降 - net-snmp

以前のバージョン (4.1以前 )のsnmpの実装では、defCommunity ディレクティブがサポートされていないた

め、トラップは「public」コミュニティストリングを使用して送信されます。

LifeKeeperのノードで SNMPエージェント snmpd を起動しておく必要はありません。

ネットワーク管理コンソール上のトラップハンドラおよびトラップメッセージに対するハンドラの応答に関する設定

は、LifeKeeperの本機能が提供する範囲ではありません。必要な手順については、お使いのシステム管理

ツールが提供するドキュメンテーションを参照してください。

設定作業

LifeKeeper SNMPイベント転送を設定するには、以下の作業を実施します。SNMP トラップを生成する

LifeKeeperクラスタの各ノードにおいて、最後の手順以外のすべてを繰り返す必要があります。

1. 上述のsnmptrap ユーティリティが利用できることを確認します。

2. SNMP トラップを受信するネットワーク管理ノードを指定します。指定するには、コマンドラインを使用する
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設定の確認

か、/etc/default/LifeKeeperファイルを編集します。DNSの問題に影響されないように、ドメイ

ン名ではなく IPアドレスを指定してください。

l コマンドラインからは、 lk_configsnmpを使用します (詳細については、lk_configsnmp(1M) の

マニュアルページを参照 )。このユーティリティでは、 IPアドレスのみ使用できます。

l または、デフォルトファイル/etc/default/LifeKeeperを編集して IPアドレスを追加します。 LK_
TRAP_MGR=エントリを見つけて「=」の右側に IPアドレスを１つまたは複数 (カンマ区切り)入力します

(「=」の前後やカンマの前後にはスペースを入れません)。

3. defCommunityをサポートとしないSNMP実装の以前のバージョンをお使いの場合は、このステップを

飛ばしてください。トラップは「public」コミュニティストリングを使用して送信されます。新しいバージョンの場

合は次の手順を実行します。

/usr/share/snmp/snmp.confにデフォルトのコミュニティを指定してください。このファイルが

存在しない場合は、十分な制限付きの権限で作成します。ディレクティブdefCommunityを

値と共に追加します。これにより、トラップの送信時にSNMPバージョン 2cのコミュニティストリング

が指定されます。例えば、以下のような行を追加します。

defCommunity myCommunityString

この設定ファイルの詳細については、snmp.confマニュアルページを参照してください。

4. リモート管理コンソール上で、LifeKeeperのイベントから送られて来るトラップOIDを検出し応答するため

に必要な設定手順をすべて実行します。管理ノードがLinuxサーバの場合、この機能の検証を開始す

るために最低限必要なことは、-f -Loオプション (メッセージを stdoutに出力 )を指定して snmptrapd
デーモンを開始することです。

設定の確認

設定が正常に動作することを確認するには、LifeKeeperの処理を実行します (例えば、LifeKeeperを開始また

は停止する、または LifeKeeper GUIを使用して、あるリソースを手動で in serviceにするなど)。管理コンソール

でトラップメッセージを受信していることを確認します。トラップを受信していない場合は、管理システムの適切な

ログファイルを調査し、管理ソフトウェアが提供する標準のトラブルシューティング手順を実行してください。

LifeKeeperのログを調べると、トラップメッセージの送信に問題があるかどうかを判断することができます。詳細に

ついては、SNMPのトラブルシューティングを参照してください。

SNMPイベント転送の無効化

LifeKeeperによるSNMP トラップの生成を無効にするには、ファイル/etc/default/LifeKeeperのLK_
TRAP_MGR環境変数から IPアドレスの割り当てを削除します。削除するには、コマンドラインで 「disable」オプ

ションを指定して lk_configsnmp ユーティリティを実行します (例については lk_configsnmp(1M) マニュ

アルページを参照 )。または、/etc/default/LifeKeeperを編集して、 LK_TRAP_MGRのエントリを LK_
TRAP_MGR=に変更します (または行全体を削除する)。この手順は、トラップメッセージの送信を無効にしたい

各ノードで実行する必要があります。

SNMP のトラブルシューティング

SNMPによるイベント転送に関連して予想される問題とその解決策を以下に説明します。具体的なエラーメッ

セージについては、 LifeKeeperメッセージカタログを参照してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 33



LifeKeeperイベントメール通知

問題 : LifeKeeperからSNMPのトラップメッセージが送信されない。

解決策 : snmptrapユーティリティがインストールされていることを確認します (通常は /bin/binにあります)。インス

トールされていない場合は、適切な SNMPパッケージをインストールします (前提条件を参照 )。別の場所にイ

ンストールされている場合は、ファイル /etc/default/LifeKeeperのPATH変数に適切なパスを追加します。

問題 :SNMPのエラーメッセージがログに記録されない。LifeKeeperサーバからSNMPのトラップメッセージが送

信されていないように見える。

解決策 : トラップを受信するネットワーク管理サーバの IPアドレスがLK_TRAP_MGRに設定されていることを確

認します。コマンドラインで、lk_configsnmpを「--query」オプション付きで使用して設定を確認します (lk_
configsnmp(1M)マニュアルページの例を参照してください)。または、ファイル

/etc/default/LifeKeeperのLK_TRAP_MGRのエントリを確認します。この変数は、SNMP トラップメッ

セージを生成する LifeKeeperの各ノードで設定する必要があります。

LifeKeeper イベントメール通知

LifeKeeper イベントメール通知の概要

LifeKeeperイベントメール通知は、特定のイベントがLifeKeeperクラスタで発生したときに 1人以上のユーザが

メールによる通知を受信する仕組みです。LifeKeeperのイベント通知機能では、特定のイベントが起きたときに

通知を受信するアプリケーションを登録することができます (sendevent(5)マニュアルページを参照 )。
LifeKeeperは、LifeKeeperの動作を監視したいユーザのグループに向けて LifeKeeperの重要なイベントに関す

るメール通知を送信するように簡単に設定できます。さらに、/var/log/lifekeeper.logファイルまたは

LifeKeeper GUIのサーバログファイルの表示 機能を使用すると、送信された各メール通知のログを参照するこ

とができます。メッセージは通常 NOTIFYログに入ります。ログの内容をコマンドラインで表示する方法の詳細に

ついては、lk_log(8)マニュアルページを参照してください。

デフォルトでは、LifeKeeperイベントメール通知は無効になっています。この機能を有効にするには、

/etc/default/LifeKeeperで指定する LK_NOTIFY_ALIAS環境変数を設定する必要があります。LK_
NOTIFY_ALIAS環境変数には、メールアドレスまたはエイリアスを 1つまたは複数個 (カンマ区切り)設定でき

ます。LK_NOTIFY_ALIASを設定するには、コマンドラインからlk_confignotify alias (lk_
confignotifyalias(1M)マニュアルページで例を参照してください)を実行してイベントが発生したときに

メールを受信するアドレスまたはアドレスリストを指定するか、デフォルトファイル/etc/default/LifeKeeper
を編集してメールアドレスまたはアドレスリストを追加します。LK_NOTIFY_ALIAS=エントリを見つけて、アドレ

スまたはカンマ区切りのアドレスリストを入力します。選択した LifeKeeperイベントについてメールを送信する必

要があるクラスタのすべてのノードで以上の手順を繰り返します。

メール通知を無効にするには、引数 -disableを付けて lk_confignotifyalias (lk_
confignotifyalias(1M)マニュアルページで例を参照してください)を実行するか、デフォルトファイル

/etc/default/LifeKeeperを編集して LK_NOTIFY_ALIASの設定を削除します (この行を LK_
NOTIFY_ALIAS=に変更 )。
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メールが生成される LifeKeeperのイベント

メールが生成される LifeKeeperのイベント

以下のLifeKeeperイベントが発生するとメール通知が生成されます (LK_NOTIFY_ALIASが設定されている

場合 )。

LifeKeeper のイベント イベントの説明

LifeKeeper Startup
Complete LifeKeeperが起動したノードから送信されます。

LifeKeeper Shutdown
Initiated LifeKeeperのシャットダウンを開始したノードから送信されます。

LifeKeeper Shutdown
Complete LifeKeeperのシャットダウンを完了したノードから送信されます。

LifeKeeper Manual
Switchover Initiated on
Server

手動スイッチオーバを要求されたノードから送信されます。

LifeKeeper Manual
Switchover Complete -
recovered list

手動スイッチオーバが完了したノードから、リカバリに成功したリソースのリストと共に

送信されます。

LifeKeeper Manual
Switchover Complete -
failed list

手動スイッチオーバが完了したノードから、切り替えに失敗したリソースのリストと共

に送信されます。

LifeKeeper Node
Failure Detected

クラスタ内のノードに障害が発生したときに、クラスタ内の各ノードから送信されま

す。

LifeKeeper Node
Recovery Complete for
Server - recovered list

障害ノードからのリソースをリカバリしたクラスタ内の各ノードから、リカバリに成功し

たリソースのリストと共に送信されます。

LifeKeeper Node
Recovery Complete for
Server - failed list

障害ノードからのリソースのリカバリに失敗したクラスタ内の各ノードから、リカバリに

失敗したリソースのリストと共に送信されます。

LifeKeeper Resource
Recovery Initiated

リソースをリカバリしているノードから送信されます。このメールに続いて、リカバリが

完了したか失敗したかを示すメッセージ(「Resource Recovery Complete」または

「Resource Recovery Failed」)が必ず送信されます。

LifeKeeper Resource
Recovery Complete

リソースのリカバリが成功した時点で、「LifeKeeper Resource Recovery Initiated」
メッセージを送信したノードから、リカバリに成功したリソースのリストと共に送信され

ます。

LifeKeeper Resource
Recovery Failed

リソースが In Serviceの状態になることができない場合に、「LifeKeeper Resource
Recovery Initiated」メッセージを送信したノードから、リカバリに成功したリソースのリ

ストと共に送信されます。

LifeKeeper
Communications Path
Up

ノードへのコミュニケーションパスが確立されました。
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LifeKeeperイベントメール通知の設定

LifeKeeper
Communications Path
Down

ノードへのコミュニケーションパスがダウンしました。

LifeKeeper イベントメール通知の設定

前提条件

イベントメール通知機能は、LifeKeeperのコア機能の一部として含まれており、LifeKeeperの追加パッケージを

インストールする必要はありません。ただし、LifeKeeperイベントのメール通知を生成する LifeKeeperの各ノード

に電子メールソフトウェアがインストールされている必要があります。LifeKeeperは、mailxパッケージによってイン

ストールされるメールユーティリティを使用して通知を送信します。

メールの設定は、LifeKeeperの本機能が提供する範囲ではありません。デフォルトでは、LifeKeeperイベント

メール通知は無効になっています。

設定作業

LifeKeeperイベントメール通知を設定するには、以下の作業を実施します。

1. 上述のメールユーティリティが利用できることを確認します。

2. LifeKeeperのイベントのメール通知を受信するユーザ (1人以上 )を特定し、LifeKeeperのデフォルトファ

イル/etc/default/LifeKeeperのLK_NOTIFY_ALIASを設定します。これを行うには、コマンドラ

インを使用するか、ファイル/etc/default/LifeKeeperを編集して通知を受信するメールアドレス

またはエイリアスを指定します。

l コマンドラインからは、lk_confignotifyaliasを使用します (詳細については、lk_
confignotifyalias (1M)のマニュアルページを参照してください)。このユーティリティでは、カ

ンマ区切りのメールアドレスまたはエイリアスのみ使用できます。

l または、デフォルトファイル/etc/default/LifeKeeperを編集してメールアドレスまたはエイリ

アスを追加します。LK_NOTIFY_ALIAS=エントリを見つけて「=」の右側にメールアドレスまたはエ

イリアス (1つまたはカンマ区切りのリスト )を入力します (「=」の前後にはスペースを入れません)。

設定の確認

設定が正常に動作することを確認するには、LifeKeeperの処理を実行します (例えば、LifeKeeperを開始 ま

たは停止 する、または LifeKeeper GUIを使用して、あるリソースを手動で In Serviceの状態にするなど)。ファ

イル/etc/default/LifeKeeperのLK_NOTIFY_ALIASで指定したユーザがメールを受信していること、

LifeKeeperのログファイルにメッセージが記録されていることを確認します。メールを受信していない場合は、メー

ル障害に対する通常のトラブルシューティング手順を実行してください。LifeKeeperのログを調べると、メール送

信に問題があるかどうかを判断することができます。詳細については、メール通知のトラブルシューティングを参

照してください。
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イベントメール通知の無効化

イベントメール通知の無効化

LifeKeeperによるメール通知の生成を無効にするには、ファイル/etc/default/LifeKeeperのLK_
NOTIFY_ALIAS環境変数からメールアドレスとエイリアスの割り当てを削除するだけです。コマンドラインで lk_
confignotifyaliasユーティリティを「--disable」オプションを付けて実行します (k_confignotifyalias
(1M)マニュアルページの例を参照してください)。または、/etc/default/LifeKeeperを編集して、LK_
NOTIFY_ALIASのエントリを LK_NOTIFY_ALIAS =に変更します。この手順は、メール送信を無効にしたい

各ノードで実行する必要があります。

メール通知のトラブルシューティング

LifeKeeperイベントのメール通知に関連して予想される問題とその解決策を以下に説明します。具体的なエ

ラーメッセージについては、 LifeKeeperメッセージカタログを参照してください。

問題 : LifeKeeperからのメールを受信しない。

解決策 : メールユーティリティがインストールされていることを確認します (通常は /bin/mailにあります)。インストー

ルされていない場合は、mailxパッケージをインストールします。別の場所にインストールされている場合は、ファ

イル/etc/default/LifeKeeperPATH変数にメールユーティリティのパスを追加します。

問題 : LifeKeeperからのメールを受信しない。

解決策 : メール設定を確認し、配信用のキューにメールメッセージが滞留していないことを確認します。メール

設定の問題が原因でメッセージが滞留することがあります。LK_NOTIFY_ALIASで指定しているメールアドレス

が有効なアドレスであり、カンマで区切られていることを確認します。

問題 : ログファイルに「mail returned」というエラーメッセージがある。

解決策 : メールコマンドがエラー「X」を返す場合、LifeKeeperイベントがメールを生成、送信する際に問題

(「node failure」など)が発生しています。メール設定を確認し、LK_NOTIFY_ALIASに含まれるメールアドレス

が有効であり、アドレスのリストがカンマで区切られていることを確認します。また、LK_NOTIFY_ALIASで指定

しているメールアドレスのフォーマットを使用してコマンドラインからそれらのアドレスにメールを送信できることを確

認します。

問題 : メッセージや成功または失敗がログに何も記録されず、ノードのフェイルなどのLifeKeeperイベントが発生

したときもメールを受信するはずのユーザがメールを受信しない。

解決策 : LK_NOTIFY_ALIASにメールアドレスが設定されており、複数の場合はカンマで区切られていることを

確認します。コマンドラインで、lk_confignotifyaliasを「--query」オプション付きで使用して設定を確認し

ます (lk_confignotifyalias(1M)マニュアルページの例を参照してください)。または、ファイル

/etc/default/LifeKeeperのLK_NOTIFY_ALIASで確認します。この変数は、メール通知メッセージを

生成する LifeKeeperの各ノードで設定する必要があります。また、LifeKeeperイベントメール通知の概要 で、

そのLifeKeeperイベントがメールメッセージを生成するのかどうかを確認します (すべてのイベントがメールメッセー

ジを生成するわけではありません)。
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任意の設定作業

任意の設定作業

[Confirm Failover] と [Block Resource Failover] の設定

LifeKeeperの通常の動作として、ノード障害やリソース障害によるバックアップノードへの切り替えは自動的に行

われるようになっています。しかし、利用する環境によっては、障害が検出されたシステムのフェイルオーバリカバリ

をLifeKeeperが実行する前にシステム管理者の手動による確認を必須とすることが望ましいこともあります。そ

のような場合には、この [Confirm Failover]や[Block Resource Failover]設定の利用することができます。こ

の機能を利用することによって、リソース障害やノード障害が発生した際に、自動的に行われるフェイルオーバ

をブロックしたり、フェイルオーバが行われるまでの待ち時間を設けたりすることができます。

以下の説明、例、および考慮事項をよく読んで理解してから、お使いのSPS環境で [Confirm Failover]また

は [Block Resource Failover]を設定してください。これらの設定は、コマンドライン、または LifeKeeper の
GUIの [Properties]パネルから使用できます。

[Set Confirm Failover On]
[Confirm Failover]を設定すると、LifeKeeperクラスタのノード障害によるフェイルオーバが発生した時 (注記 :
ノード障害は、システムへのすべてのLifeKeeperコミュニケーションパス障害によって識別されます。)、バックアップ

ノードへの切り替えの実行に対して待ち時間を設けることができるようになります(後述のCONFIRMSODEF変
数を参照して下さい)。また、その待ち時間の間にバックアップノードへの切り替えを実行するかしないかをユーザ

が決定できるようになります。

注記 : Set Confirm Failover On設定は、ノード障害が発生した場合にのみ有効です。一つ以上のコミュニケー

ションパスがアクティブであるリソース障害に対しては有効ではありません。

[Confirm Failover]設定をGUIで有効にする場合は、サーバプロパティのGeneralタブ画面を使用します。以下

はサーバプロパティのGeneral画面の例です。赤で囲まれた部分が[Confirm Failover]を設定する画面です。
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[Set Confirm Failover On]

注意：この設定は、SPSの管理者権限を持つユーザのみが使用できます。

この画面の例では、 lktestAという名前のホストから見た設定となります。上図の赤で囲まれた部分が[Confirm
Failover]の設定部分で、HAクラスタを構成するノードの名前が縦に表示されています。この例では、 lktestAの
対向ノードがlktestBとなっています。

図の例ではlktestAを選択して設定状況を表示しており、 lktestBの横にチェックが入った状態となっています。こ

の場合、 lktestB上にConfirm Failoverフラグが作成され、 lktestAからlktestBへのフェイルオーバが行われる際

に、フェイルオーバ実施までのタイムアウトと実施可否の確認が有効になります。このフラグの有無によって、

[Confirm Failover]の動作の実施がコントロールされます。

この時のフラグの作成状況については、コマンドで確認することができます。例にあるlktestAというホスト上で

lktestBの欄にチェックを入れた場合には、 lktestBに[Confirm Failover]フラグが作成されます。(例の通りの操

作の場合 lktestAにはフラグは作成されません)。具体的には以下のような出力になります。

[root@lktestB~]# flg_list

confirmso!lktestA
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[Confirm Failover]設定を選択するタイミング

「confirmso!lktestA」はflg_listコマンドの結果が出力され、[Confirm Failover]フラグがlktestBノード上に設定さ

れます。confirmsoフラグがセットされている状態で、フェイルオーバが発生するとLifeKeeperのログファイルには以

下のようなログが記録されます。

INFO:lcd.recover:::004113:chk_man_interv: Flag confirmso!hostname is set, issuing confirmso event and
waiting for switchover instruction.

NOTIFY:event.confirmso:::010464:LifeKeeper: FAILOVER RECOVERY OFMACHINE lktestA requires
manual confirmation! Execute '/opt/LifeKeeper/bin/lk_confirmso -y -s hostname ' to allow this failover, or
execute '/opt/LifeKeeper/bin/lk_confirmso -n -s lktestA' to prevent it. If no instruction is provided, LifeKeeper
will timeout in 600 seconds and the failover will be allowed to proceed.

このメッセージが出力されている間に、次のいずれかのコマンドを実行するとフェイルオーバの可否をコントロール

することができます。

フェイルオーバを続行する場合

#/opt/LifeKeeper/bin/lk_confirmso -y -sホスト名

フェイルオーバをブロックする場合

# /opt/LifeKeeper/bin/lk_confirmso -n -sホスト名

コマンドを実行する際に指定するホスト名はConfirm Failoverフラグに書かれているホスト名、この例では、

lktestAとなります。ログに具体的なコマンドの実行例が書かれていますので、内容を元にコマンドを実行してくだ

さい。

設定された待ち時間を超えた場合、LifeKeeperのデフォルトの設定ではバックアップノードへのフェイルオーバ(あ
るいは、フェイルオーバのブロック)を自動的に行うようになっています。タイムアウトを迎えた場合以下のようなロ

グが記録されます。

lcdrecover[xxxx]: INFO:lcd.recover:::004408:chk_man_interv: Timed out waiting for instruction, using default
CONFIRMSODEF value 0.

待ち時間を経過した際の動作は、 /etc/default/LifeKeeperファイルの「CONFIRMSODEF=1 or 0」の設定で制

御されます。デフォルトでは”0”が設定されており、待ち時間を超えた場合にはフェイルオーバが継続されます。こ

の値を”1”に変更した場合には、待ち時間を経過した場合にフェイルオーバしないようにすることができます。

フェイルオーバ時の待ち時間を変更したい場合には、 /etc/default/LifeKeeperファイルの「CONFIRMSOTO＝
秒」の値を変更してください。上記CONFIRMSODEFの値によって決定されたフェイルオーバの実行、あるいは

ブロックをする前に、この変数はユーザからの手動確認を待つための秒数を指定します。この設定をこれらの変

数の影響を反映するために、LifeKeeperやOSを再起動する必要はありません。CONFIRMSOTOに０秒を設

定すると待ち時間無しで、CONFIRMSODEFの設定に基づいた動作をさせることができます。

[Confirm Failover]設定を選択するタイミング

この設定は、コミュニケーションパスが冗長化されていない環境で場合のディザスタリカバリやWAN構成で使用

されます。

l 通常のサイト (非マルチサイトクラスタおよび非XenServer)では、あるサーバで [Properties]ページを開

き、[Confirm Failover]フラグをオンに設定するサーバを選択してください。

l マルチサイト WANの構成の場合 :フェイルオーバの手動確認を[Confirm Failover flag]の設定で、有

効にしてください。
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[Block Resource Failover On]

l マルチサイト LANの構成の場合 :フェイルオーバの手動確認を有効にするために、[Confirm Failover
flag]を設定しないでください。

l マルチサイトクラスタ環境では、非ディザスタシステムからDRシステムを選択し、[Set Confirm Failover
flag]チェックボックスをオンにします。クラスタ内の非ディザスタサーバのそれぞれについて、指定したシステ

ムでのリソース障害に起因するフェイルオーバをブロックします。[Properties]パネルを開いてこの設定を

選択する必要があります。

[Block Resource Failover On]
[Block Resource Failover]設定は、指定したシステムでのリソース障害に起因するフェイルオーバをブロックし

ます。

注記 : Block Resource Failover設定は、ノード障害が発生した場合のフェイルオーバ動作には影響しません。

この設定は、ローカルリソースの回復に失敗し、クラスタで他ノードへリソースを転送する場合のみフェイルオーバ

をブロックします。

デフォルトでは、リソース障害を検知した時、ローカルシステムでの障害リソースのリカバリ(ローカルリカバリ)を試

行し、ローカルリカバリが失敗した場合、または有効になっていない場合は、リソースが定義されている、優先

順位が次に最も高いスタンバイノードにフェイルオーバしようとします。Block Resource Failoverの設定は、この

時のフェイルオーバをブロックします。

Block Resource Failoverの設定をGUIで有効にする場合は、サーバプロパティのGeneralタブ画面を使用しま

す。以下はサーバプロパティのGeneral画面の例です。赤で囲まれた部分が[Block Resource Failover On]を
設定する画面です。
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[Block Resource Failover On]

注意：この設定は、SPSの管理者権限を持つユーザのみが使用できます。

この画面の例は、 lktestAという名前のホストから見た設定となります。上図の赤で囲まれた部分が[Confirm
Failover]の設定部分で、HAクラスタを構成するノードの名前が縦に表示されています。この例では、 lktestAの
対向ノードがlktestBとなっています。

この場合、 lktestB上にBlock Resource Failoverフラグが作成されます。 lktestBでflg_listコマンドを実行すると、

「block_failover」というフラグが作成されていることを確認することができます。出力例は以下の通りです。

[root@lktestB~]# flg_list

block_failover

この結果 lkestB上で、リソース障害が発生した場合には、他ノード ( IktestA)へのフェイルオーバがブロックされま

す。

block_failoverフラグは、それがセットされているノード上で発生したリソース障害によるフェイルオーバをブロック

します。この設定によってフェイルオーバがブロックされた場合には、以下のようなログが記録されます。
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設定の利用条件 /考慮事項

ERROR:lcd.recover:::004787:Failover is blocked by current settings. MANUAL INTERVENTION IS
REQUIRED

設定の利用条件 /考慮事項

マルチサイト設定では、設定に含まれるすべてのサーバについて、フェイルオーバのブロックを有効にしないでくだ

さい。

マルチサイトクラスタ構成での重要な考慮事項 :マルチサイトクラスタ構成のサーバについては、[Set Block
Resource Failover On]列のチェックボックスをオンにしないでください。confirmFailOn4.png

設定例

いくつかの具体的な設定例を解説します。

全ての自動フェイルオーバをすべてブロックする

この例ではlktestAとlktestBどちらでノード障害、リソース障害が発生してもフェイルオーバしないよ

うにします。この設定にはConfirm Failover設定とBlock Resource failover設定を利用します。設

定例は次の通りです。

1. lktestAサーバを選択し、[Server Properties]を表示してください。

[General]タブで、 lktestBの行にある [Set Confirm Failover On]ボックスと、LktestAとLktestB両方の

行にある[Set Block Resource Failover on]ボックスをオンにしてください。
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全ての自動フェイルオーバをすべてブロックする

Set Confirm Failover On Set Block Resource Failover On
lktestA (チェックなし) ✔

lktestB ✔ ✔

GUIのlktestAのサーバプロパティ設定例

※GUIでサーバプロパティをみる場合、ノード名は、プロパティパネルの上部近くに表示されます。

2. lktestBサーバを選択し、[Server Properties]を表示してください。

[General]タブで、 lktestAの行にある [Set Confirm Failover On]ボックスをオンにしてください。

Set Confirm Failover On Set Block Resource Failover On
lktestB (チェックなし) ✔

lktestA ✔ ✔

GUIのlktestBのサーバプロパティ設定例

※GUIでは表示している自ノードのホスト名が列の上部に表示されます

GUIで設定した後、 lktestBでflg_listコマンドを使用してフラグ設定を確認すると、「confirmso!lktestA」フ
ラグが作成されていることが確認できます。

ここまでの結果それぞれのノードにconfirmso!hostnameとblock_failoverフラグがセットされていることを確

認してください。confirmsoフラグについては、 lktestA上のlktestBからのフェイルオーバをブロックするため

に、フェィルオーバ確認が実行されることになっているhostnameが、フラグ名の内容の一部として記載され

ることを確認して下さい。 lktestAは、 lktestA上でlktestBをconfirmsoフラグ名の内容に記載する必要が

あります。本設定例ではそれぞれのノードで以下のようにフラグが作成されます。

Confirm Failoverフラグ Block Resource Failoverフラグ
lktestA側 confirmso!lktestB block_failover

lktestB側 confirmso!lktestA block_failover

3. 両ノードの/etc/default/LifeKeeperのCONFIRMSOTOとCONFIRMSODEFの設定値を以下のように設

定してください。( LifeKeeperやOSの再起動は必要ありません。)

CONFIRMSODEF = 1

CONFIRMSOTO = 0

CONFIRMSOTOの設定については待ち時間を設ける場合には時間を秒で指定することも可能です。

ポイントはCONFIRMSODEFの設定が0(フェイルオーバーする)から1(フェイルオーバしない)になっているこ

とです。

上記の設定により、オペレータが介在することなく、ノード障害はすぐにブロックされます。
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一方向のフェイルオーバをブロックする

この例ではlktestAで障害が検知された場合にはノード障害、リソース障害どちらの場合でもlktestBへのフェイ

ルオーバをブロックします。逆に、 lktestBで障害が発生した場合にはノード障害、リソース障害どちらの場合で

もServerAへフェイルオーバします。

1. lktestAを選択し、[Server Properties]を表示してください。

2. [General]タブで、 lktestAの行にある [Set Confirm Failover On]ボックスと、 lktestAの行にある[Set
Block Resource Failover On]ボックスをオンにしてください。GUIでの設定状態は以下のようになりま

す。

Set Confirm Failover On Set Block Resource Failover On
lktestA (チェックなし) ✔

lktestB ✔ (チェックなし)

GUIのlktestAのサーバプロパティ設定例

3. lktestBサーバを選択し、[Server Properties]を表示してください。

[General]タブで、 lktestAの行にある [Set Confirm Failover On]ボックスをオフ(チェックなし)にしてくださ

い。GUIでの設定状態は以下のようになります。
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サーバのシャットダウンストラテジーの設定

Set Confirm Failover On Set Block Resource Failover On
lktestA (チェックなし) (チェックなし)

lktestB (チェックなし) ✔

GUIのlktestBのサーバプロパティ設定例

※GUIでは表示している自ノードのホスト名が列の上部に表示されます。

この設定で、 lktestB上に「confirmso!lktestA」フラグ、 lktestA上に「Block failover」フラグが設定されてい

ることを確認してください ( lktestAには、confirmsoフラグは設定されません)。

Confirm Failoverフラグ Block Resource Failoverフラグ
lktestA なし block_failover

lktestB confirmso!lktestA なし

4. lktestBの/etc/default/LifeKeeperを以下のように設定してください。LifeKeeperやOSの再起動は必要あ

りません。

CONFIRMSODEF = 1

CONFIRMSOTO = 0

ここまでの設定によって、 lktestAサーバからlktestBのサーバへのフェイルオーバは許可されますが、 lktestB
からlktestAへのフェイルオーバは許可されません。

サーバのシャットダウンストラテジーの設定

シャットダウンストラテジーは、サーバがシャットダウンするときにバックアップサーバにリソースをスイッチオーバするかど

うかを制御する LifeKeeperの設定オプションです。以下のオプションがあります。

DoNot Switch Over Resources (デ
フォルト )

LifeKeeperは、正常なシャットダウンではバックアップサーバのリソースを

起動しません。

Switch Over Resources LifeKeeperは、正常なシャットダウンでバックアップサーバのリソースを起

動します。
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LifeKeeperハートビートの調整

シャットダウンストラテジーは、デフォルトでは「DoNot Switch Over Resources」に設定されています。クラスタ内

の各サーバでどちらのストラテジーを使用するかを決定し、必要に応じてシャットダウンストラテジーを「Switch
Over Resources」に変更してください。

クラスタ内の各サーバで次のようにします。

1. [Edit] メニューで [Server]を選択し、次に [Properties]をクリックします。

2. 修正するサーバを選択します。

3. [Server Properties]ダイアログの [General] タブで、[Shutdown Strategy]を選択します。

注記：シャットダウンストラテジーが有効に機能するには、正常なシャットダウン時に LifeKeeperのプロセスが起

動している必要があります。

注記：いくつかのAmazon EC2の設定において、シャットダウンストラテジーを"Do not Switchover Resources"に
設定した場合に問題が起こることがあります。詳細は、トラブルシューティング>既知の問題と制限をご確認く

ださい。

LifeKeeperハートビートの調整

ハートビート設定項目の概要

LifeKeeperのハートビートは、各サーバが「生存」していることを確認するためにコミュニケーションパスを通じて

LifeKeeperのサーバ間で送信される信号です。ハートビートに関しては、LifeKeeperが障害を検知する速さを

決定する要素が2つあります。

l 間隔 :ハートビート信号を送信する時間の間隔 (単位は秒 )。また、この時間内に対向サーバからハー

トビート信号を含むLCM信号を受信できなかった場合、ハートビート停止と判断する。

l ハートビート回数 : コミュニケーションパスが切断していると判定するハートビートの連続失敗回数。

これらのハートビートの値は、LifeKeeperデフォルトファイル /etc/default/LifeKeeper内の以下の2つの設定項

目で指定します。デフォルト値を使用した場合よりも早期にサーバの障害を検知したい場合は、設定項目を

変更することができます。

l LCMHBEATTIME (間隔 )

l LCMNUMHBEATS (ハートビート回数 )

次の表は、TCPおよびTTY経由のハートビートの設定項目についてのデフォルト値と最小値の一覧です。

TTYコミュニケーションパスは、媒体として通信速度が遅いため、間隔を 2秒未満にすることはできません。

設定項目 デフォルト値 最小値

LCMHBEATTIME 5 1 (TCP) 2 (TTY)

LCMNUMHBEATS 3 2 (TCP、TTY)

重要な注記 :どちらの設定項目も、クラスタ内のすべてのサーバで必ず同じ値にする必要があります。
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例

例

LifeKeeperのクラスタで両方の間隔がデフォルト値に設定されていると仮定します。LifeKeeperは、サーバ間で

5秒ごとにハートビートを送信します。通信障害によって 2回のハートビートが途絶し、3回目のハートビートで

再開した場合、LifeKeeperはアクションを実行しません。コミュニケーションパスの切断継続時間がハートビート

3回分になった場合は、LifeKeeperはそのコミュニケーションパスを切断と判定します。ただし、他方の冗長的

なコミュニケーションパスも切断と判定されるまではフェイルオーバを開始しません。

ハートビートの設定

設定項目とその値を追加するには、 /etc/default/LifeKeeperファイルを手動で編集する必要があります。通常、

デフォルトファイルにはこれらの設定項目のエントリが含まれていません。設定する値を含む次の行を最終行以

降に追加してください。

LCMHBEATTIME=x

LCMNUMHBEATS=y

最小値を下回る値を設定した場合、LifeKeeperはその値を無視して代わりに最小値を採用します。

設定上の考慮事項

l 間隔を 5秒未満に設定すると、ネットワークの中断による誤ったフェイルオーバを発生させるリスクが高く

なるため、5秒未満に設定する場合は、コミュニケーションパスをプライベートネットワーク上で構成してく

ださい。

l 検証によると、ハートビート回数を 2未満にした場合に誤ったフェイルオーバの発生リスクが高まります。

このため、この値は 2以上に制限されています。

l 誤ったフェイルオーバを回避するため、間隔およびハートビート回数の値はどちらもクラスタ内のすべての

サーバで必ず同じ値にする必要があります。このため、これらの値を編集する前に両方のサーバで

LifeKeeperを停止しておく必要があります。LifeKeeperの稼働開始後、アプリケーションを保護している

状態でハートビートの設定項目を編集する場合は、コマンド /etc/init.d/lifekeeper stop-
daemonsを使用できます。このコマンドは LifeKeeperを停止しますが、保護下のアプリケーションは停止

しません。

l LCMHBEATTIMEおよびLCMNUMHBEATSの値に上限値はありません。ただし、非常に大きい数字

に値を設定すると、LifeKeeperの障害検知能力は著しく損なわれます。例えば、両方の値を 25に設

定した場合、サーバ障害を検知するまで LifeKeeperは 625秒間 (10分間以上 )待機します。これは

サーバをリブートしてクラスタに再参加させるのに十分な時間です。

注記 : TTYおよびTCPコミュニケーションパスの両方を使用する場合、各設定項目の値は両方のコミュニケー

ションパスに適用されます。唯一の例外は、TTYコミュニケーションパスの最小値である 2未満の値が間隔に設

定された場合です。

例えば、障害をできるだけ早く検知するために、LifeKeeperで許容される最小値を指定したとします。

LCMHBEATTIME=1

LCMNUMHBEATS=2
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SPS APIでカスタム証明書を使用する

このとき LifeKeeperは TCPコミュニケーションパスの間隔に 1秒を採用し、TTYの間隔には 2秒を採用しま

す。サーバ障害が発生すると、LifeKeeperは間隔の短いTCPの障害 (1秒間隔の2回のハートビート後 )を先

に検知します。ただし、TTYの障害 (2秒間隔の2回のハートビート後 )を検知するまでは何もしません。

SPS API でカスタム証明書を使用する

SIOS Protection Suite (SPS) APIのリリース7.5以降では、異なるシステムとの通信にSSL/TLSが使用されま

す。現在、このAPIは一部のみ使用され、内部使用のみとして予約されていますが、将来のリリースではお客

様とサードパーティが使用できるように公開される可能性があります。デフォルトでは、ノード間で一定の身元確

認が可能なデフォルト証明書がSPS と共にインストールされます。このドキュメントでは、デフォルト証明書を組

織独自の認証局 (CA)が作成した証明書に置き換える方法を説明します。

注記 :通常のSPS通信では、これらの証明書は使用されません。

証明書の使用方法

データ転送を保護するためにSPSサーバ間の通信にSSL/TLSが使用されている場合、システムがそれ自体を

識別するために証明書を提供します。また、システムは、CA証明書を使用して、SSL接続経由で提示され

た証明書を検証します。

以下の3種類の証明書が使用されます。

l /opt/LifeKeeper/etc/certs/LK4LinuxValidNode.pem (server certificate)

l /opt/LifeKeeper/etc/certs/LK4LinuxValidClient.pem (client certificate)

l /opt/LifeKeeper/etc/certs/LKCA.pem(certificate authority)

最初の2つの証明書は、サーバが実行する検証に合格するためにCA証明書による署名が必要です。証明

書の共通名は検証されません。証明書はCAによって署名されるのみということに注意してください。

独自の証明書の使用

運用環境によっては、デフォルト証明書を組織内部のCAまたは商用 CAが作成した証明書に置き換える

必要がある場合があります。そのような場合は、上記の3種類の証明書を、同じ証明書ファイル名を持つ新

しい証明書に置き換えます。これらの証明書は PEM形式です。LK4LinuxValidNode.pem および

LK4LinuxValidClient.pemはそれぞれ、キーと証明書の両方を含んでいます。LK4LinuxValidNode.pem証明

書は、サーバタイプの証明書です。LK4LinuxValidClient.pemは、クライアントタイプの証明書です。

デフォルトの証明書を置換した場合、変更を反映すためにSPSを再起動する必要があります。証明書の設

定を間違えると、steeleye-lighttpdデーモンが起動に失敗し、LifeKeeperのログファイルにエラーが記録されま

す。問題が発生した場合、このログファイルを参照すると実行すべき完全なコマンドを見ることができます。

Linux の設定

オペレーティングシステ

ム

必要なすべてのパッケージをインストールするためには、オペレーティングシステムはデ

フォルトでインストールしてください。最小構成のオペレーティングシステムでは必要な

すべてのパッケージが含まれないため、LifeKeeperで使用することはできません。
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Linuxの設定

カーネルのアップデート

LifeKeeperクラスタの可用性を最大限に引き出すには、システムで使用するカーネル

のバージョンが非常に重要です。次の表に、LifeKeeper認定テストに合格した、サ

ポート対象のディストリビューション、バージョン、およびカーネルを示します。

注記 :SPS 8.1以降、RedHat Enterprise LinuxシステムとサポートされたRedHat
Enterprise Linux互換ディストリビューション( CentOS とOEL)で、カーネルのアップグ

レードを実行する際、インストールイメージから setupスクリプト (./setup)を再実行する

必要はなくなりました。カーネルが適切な RedHat package (rpmファイル)からインス

トールされている限り、モジュールはアップグレードしたカーネルで特別な操作を必要と

せずに、自動的に使用可能になります。

ただし、RedHat Enterprise Linux 7.3以降及びその互換ディストリビューションでは

カーネルモジュールの更新が必要になる場合があります。カーネルアップグレード後に

DataKeeperが起動しない場合には、setupスクリプトを実行して適切なカーネルモ

ジュールをインストールしてください。

SUSE Linux Enterprise Serverに対するSPSカーネルモジュールの要件はありません。

ディストリビューション/バー

ジョン

サポート対

象のバージョ

ン

サポート対象のカーネル

RedHat Enterprise Linux for
AMD64/EM64T

(*6.0は非推奨)

6.0*
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

2.6.32-71.el6
2.6.32-131.17.1.el6
2.6.32-220.el6
2.6.32-279.el6
2.6.32-358.el6
2.6.32-431.el6
2.6.32-504.el6
2.6.32-573.el6
2.6.32-642.el6
2.6.32-696.el6
2.6.32-754.el6

Red Hat Enterprise Linux for
AMD64/EM64T

( *7.5ではDataKeeperの非同期モード

はサポートしていません)

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5*

3.10.0-123.el7
3.10.0-229.el7
3.10.0-327.el7
3.10.0-514.el7
3.10.0-693.el7
3.10.0-862.el7

SUSE Linux Enterprise Server
11 for x86_64
(*SP2はカーネルを3.0.42-0.7.3に
アップグレードしてください)

SP1
SP2*
SP3
SP4

2.6.27.19-5.1
2.6.32.12-0.7.1
3.0.42-0.7.3
3.0.76-0.11.1
3.0.101-63.1
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ディストリビューション/バー

ジョン

サポート対

象のバージョ

ン

サポート対象のカーネル

SUSE Linux Enterprise Server
12 for x86_64
(*SP3はカーネルを4.4.82-6.9.1に
アップグレードしてください)

SP1
SP2
SP3*

※SLES12.0は
サポート対象

外

3.12.49-11.1
4.4.21-69.1
4.4.82-6.9.1

Oracle Linux

6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

UEK R3
UEK R4

2.6.32-279.el6
2.6.32-358.el6
2.6.32-431.el6
2.6.32-504.el6
2.6.32-573.el6
2.6.32-642.el6
2.6.32-696.el6
2.6.32-754.el6
3.8.13-16.2.1.el6uek
4.1.12-37.3.1.el6uek

Oracle Linux
( *7.5ではDataKeeperの非同期モード

はサポートしていません)

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5*

UEK R3
UEK R4

3.10.0-123.el7
3.10.0-229.el7
3.10.0-327.el7
3.10.0-514.el7
3.10.0-693.el7
3.10.0-862.el7
3.8.13-16.2.1.el7uek
4.1.12-37.3.1.el7uek

CentOS
(*6.0 - DataKeeper Configurationはサ

ポート対象外 )

6.0*
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

2.6.32-71.el6
2.6.32-131.el6
2.6.32-220.el6
2.6.32-279.2.1.el6
2.6.32-358.el6
2.6.32-431.el6
2.6.32-504.el6
2.6.32-573.el6
2.6.32-642.el6
2.6.32-696.el6
2.6.32-754.el6

CentOS
( *7.5ではDataKeeperの非同期モード

はサポートしていません)

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5*

3.10.0-123.el7
3.10.0-229.el7
3.10.0-327.el7
3.10.0-514.el7
3.10.0-693.el7
3.10.0-862.el7
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注記 :このリストの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は、LifeKeeper
のみを考慮したものです。お使いのサーバおよびストレージハードウェアについては、各

メーカーがサポートするディストリビューションおよびカーネルに従ってください。

LUN のサポート

LinuxのSCSI ドライバには、論理ユニット (LUN)の検索対象とするデバイスを制御

するいくつかのパラメータがあります。

l LUNをサポートしないデバイスのリスト -このリストのデバイスは LUNをサポート

しないことが既知であるため、SCSI ドライバはこれらのデバイスに対して LUN
を検索することを許可しません。

l LUNをサポートするデバイスのリスト -このリストのデバイスは LUNをサポートす

ることが既知であるため、必ずLUNを検索します。

l Probe all LUNs on each SCSI device -デバイスがどちらのリストにも存在しな

い場合、検索するかどうかを指定します。このパラメータは、make configを使

用して SCSIモジュールセクションで設定します。

(SUSEを含む)ほとんどのディストリビューションでは、Probe all LUNs設定はデフォル

トで有効になっていますが、RedHatではデフォルトで無効に設定されています。

LifeKeeperの構成でデータ保護を目的として通常使用される外部 RAID コントロー

ラには、多くの場合、複数のLUN (論理ユニット )が設定されます。LUNのサポートを

有効にするには、このフィールドを選択してカーネルを再構築する必要があります。

カーネルやモジュールを再構築せずにProbe all LUNsを有効にするには、変数 max_
scsi_lunsを 255に設定します (これによって最大 255個のLUNをスキャンするように

なります)。SCSI ドライバがモジュールになっているカーネル (Red Hatなど)でmax_
scsi_lunsを設定するには、 /etc/modules.confに以下のエントリを追加し、初期

RAMディスクを再構築して、再起動してからそのRAMディスクを読み込みます。

options scsi_mod max_scsi_luns=255

SCSI ドライバがコンパイルされるカーネル (SUSEなど)でmax_scsi_lunsを設定する

には、 /etc/lilo.confに以下のエントリを追加します。

append="max_scsi_luns=255"

注記 : 255個のLUNをスキャンすると、デバイスによってはブートのパフォーマンスに悪

影響を与える可能性があります (特に、BLIST_SPARSELUNが指定されたデバイ

ス)。Dell PV650Fというアレイではそのような状況が発生しました。このパフォーマンス

の問題を回避するには、アレイ上で設定した LUNの最大数 (16または 32など)を
max_scsi_lunsに設定します。例えば、以下のようになります。

append="max_scsi_luns=16"
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チャンネルボンディン

グ、ネットワークチーミ

ングの動作確認環境

LifeKeeperでは、以下の設定のチャンネルボンディング、またはネットワークチーミング

を用いた環境での動作確認を行なっています。

l チャンネルボンディングにおけるボンディングポリシー

+ balance-rr

+ active-backup

l ネットワークチーミングにおけるランナー

+ round-robin

+ active-backup

データレプリケーションの設定

項目 説明

SIOS DataKeeper
の機能

SIOS DataKeeperは、Linux カーネルバージョン 2.6以降をサポートします。以下の

DataKeeper機能には、追加でカーネルの最低要件があります。

l ビットマップマージ (カーネル2.6.27+)
RHEL5系では、RHEL5.4以降にてサポート (ビットマップマージのコードは、Red
Hat EL5 Update 4カーネルにバックポートされました)

SIOS DataKeeper
ドキュメンテーション

SIOS DataKeeperのドキュメンテーションは、SIOS Technology Corp.のWebサイトに

ある「SIOS Protection Suiteテクニカルドキュメンテーション」の中に収録されています。

ネットワーク設定

項目 説明

ルーティン

グテーブル

に対する

IP
Recovery
Kitの影

響

LifeKeeperが保護する IPアドレスは、論理インターフェースとして、Linux上で実装されます。

Linux上で論理インターフェースを設定すると、その論理インターフェースに関連付けられたサブ

ネットへのルートが自動的にルーティングテーブルに追加されます。例えば、物理インターフェース

によってそのサブネットへのルートがすでに存在する場合も同様です。この追加により、同じサブ

ネットに対して複数のルーティングテーブルエントリが作成される可能性があります。

接続元のアドレスを検査して確認するアプリケーションの場合、複数のルーティングテーブルエン

トリがあると、LifeKeeperシステムが (LifeKeeperがインストールされていない)他のシステム上のそ

のようなアプリケーションに接続しようとしたときに問題が発生することがあります。複数のルーティ

ングテーブルエントリによって、物理インターフェースからではなく論理インターフェースから接続が

張られているように見えます。

IP サブ

ネットマス

ク

LifeKeeper保護下の IP設定では、物理インターフェースの IPアドレスと、LifeKeeperが保護す

るエイリアス IPアドレスのサブネットを同じにする場合、2つのアドレスのサブネットマスクを同じに

する必要があります。サブネットマスクの設定を間違えると、LifeKeeper GUIのクライアントとサー

バ間の接続に遅延や障害が発生します。
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項目 説明

EEpro100
ドライバの

初期化

Intel Ethernet インターフェースを搭載するシステムでは、eepro100ドライバの初期化の問題を解

決するために、 Intel e100ドライバをインストールする必要があります。eepro100ドライバを使用す

ると、ブート時にインターフェースが起動したときに以下のエラーが発生し、インターフェースをシャッ

トダウンするまでエラーを出し続けることがあります。

eth0: card reports no Rx buffers

eth0: card reports no resources

アプリケーションの設定

項目 説明

データベー

ス初期設

定ファイル

データベースの初期設定ファイルは、共有デバイス上に置いてローカルファイルシステムの指定

場所にシンボリックリンクを作成するか、または個別のシステム上に保持して変更を適用する必

要がある場合に手動で両方のシステムを更新するかのいずれかに必要があります。

Oracleの

ローカルマ

ウントポイ

ント

Oracleのローカル環境は、 internalとして接続するか、sysdbaとして接続するかによって異なりま

す。データベースを LifeKeeperの保護下に置く場合、「connect / as sysdba」を使用して

ローカルマウントポイント上にデータベースを作成する必要があります。

Apache
のアップ

デート

Linuxオペレーティングシステムのアップグレードの一環として、SPSが保護するApacheアプリ

ケーションをアップグレードするには、起動時にデフォルトサーバインスタンスを無効にする必要が

あります。

設定ファイル (httpd.conf)がデフォルトのディレクトリ (/etc/httpd/conf)にある場合、RedHatのアッ

プグレードにより設定ファイルが上書きされます。したがって、アップグレードする前にファイルのコ

ピーを作成し、アップグレードした後にファイルをリストアする必要があります。

また、ApacheWeb Server Recovery Kit管理ガイドの「ApacheWeb Serverの設定に関する考

慮事項」セクションも参照してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 54



ストレージとアダプタの設定

ストレージとアダプタの設定

項目 説明

マルチパス I/O 
冗長コントローラ

マルチパス I/Oのソリューションには数種類あ

り、すでに利用可能なものやLinux環境向け

に開発中のものなどがあります。SIOS
Technology Corp.は、多くのサーバベンダ、ア

ダプタベンダ、およびドライバ開発者と積極的

に協力することで、LifeKeeperとマルチパス I/O
ソリューションとの協調動作を実現しています。

データの整合性を保護するために LifeKeeper
が使用するSCSI リザベーションは、特殊な要

件を必要とするため、マルチパス I/Oソリュー

ションの最初の実装では多くの場合要件が満

たされません。

ディスクアレイサポートに関する以下の技術情

報を参照し、個別のアレイがマルチパスおよび

特定のマルチパスソリューションでサポートされ

ているかを判断してください。マルチパスおよび

特定のマルチパスソリューションと共に動作する

LifeKeeperのサポート対象として一覧に指定

されていないアレイは、サポート対象ではないと

考えてください。
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項目 説明

マルチパス構成での大量の I/O

マルチパス構成では、パスの操作中に大量の

I/Oを実行すると、システムが応答しなくなった

ように見えることがあります。マルチパスのソフト

ウェアがLUNのアクセスをあるパスから別のパス

に移動する場合、処理中の I/Oも新しいパス

に移動させる必要があります。この I/Oの経路

変更は、その I/Oの応答時間の遅延を発生

させます。この間にさらに I/Oが発行されると、

それらはシステム内のキューとなり、システムは

プロセス用のメモリを使い果たしてしまう可能

性があります。非常に高負荷の I/Oの下で

は、これらの遅延と低メモリ状態によってシステ

ムが無応答になり、LifeKeeperがこれをサーバ

のダウンとして検知し、フェイルオーバを開始す

ることがあります。

この問題が発生する頻度には多くの要因が影

響を及ぼします。

l プロセッサの速度は、 I/Oがキューに保

持される速さに影響します。高速なプ

ロセッサでは、障害が検知される頻度

が高くなります。

l システムメモリの搭載量は、システムが

無応答になるまでにキューに保持でき

る I/Oの数に影響します。 メモリが多い

システムでは、障害が検知される頻度

が低くなります。

l 使用する LUNの数は、キューに保持

できる I/Oの量に影響します。

l I/Oの特性は、キューに保持される I/O
の量に影響します。問題が発生したテ

ストケースでは、ディスクにデータを無制

限に書き込んでいました。ほとんどのア

プリケーションは、データの読み取りと書

き込みの両方を行うはずです。フェイル

オーバを待って読み取りがブロックされる

ことで書き込みも抑制され、結果的に

I/O速度が減少して障害検知の頻度

が低くなります。

例えば、RDACを使用した IBM DS4000のマ

ルチパス構成のテストでは、DS4000への I/O
スループットを毎秒 190MB以上にしてパス障
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項目 説明

害をシミュレーションした場合に LifeKeeperは
約 12回に 1回サーバの障害を (誤 )検出しま

した。このテストでは、サーバとして IBM x345
(デュアルXeon 2.8GHzプロセッサとメモリ2GB
を搭載 )を使用し、DS4400に接続して使用

サーバ当たり8ボリューム (LUN)にしました。

フェイルオーバを抑止するために、LifeKeeper
のLCMNUMHBEATSパラメータ (<span
style="font-family: 'Courier New', Courier,
monospace;">/etc/default/LifeKeeper</span>
内 )を 16に増やしました。このパラメータの変

更により、無応答のシステムが生存していない

と判定するまでに LifeKeeperは、デフォルトの

約 15秒ではなく、約 80秒間待機するように

なります。

大規模ストレージ構成の場合のスイッチオーバに関する特

別な考慮事項

いくつかの大規模ストレージ構成 (例えば、複

数の論理ボリュームグループがあり、各ボリュー

ムグループ内に 10以上のLUNを持つ構成 )
では、LifeKeeperは障害を検出したときにデ

フォルトの300秒のタイムアウト時間内に

sendeventを完了することができない場合があ

ります。その結果、バックアップシステムへのス

イッチオーバが失敗します。サービス状態になら

ないリソースが生じ、LifeKeeperのログにエラー

メッセージが記録されます。

大規模ストレージ構成では、

/etc/default/LifeKeeperファイルの

SCSIERRORを「event」から「halt」に変更する

ことを推奨します。これによりLifeKeeperは
SCSIエラーの発生時に「halt」を実行します。

LifeKeeperはバックアップシステムへのフェイル

オーバに成功するようになります。
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項目 説明

HP 3PAR StoreServ 7200 FC

HP 3PAR StoreServ 7200は、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

QLogic QMH2572 8Gb FC HBA for HP
BladeSystem c-Class(ファームウェアバージョン

5.06.02 (90d5)を使用した)HP 3PAR
StoreServ 7200 (ファームウェア (HP 3PAR OS)
バージョン 3.1.2), ドライババージョン

8.03.07.05.06.2-k (RHELにバンドル)
＋DMMP (device-mapper-1.02.66-6, device-
mapper-multipath-0.4.9-46.el6)

テストはRHEL 6.2 (x86_64)を使用したSPS
for Linux v8.1.1で実施されました。

注記 : 3PAR StoreServ 7200は、デフォルトの

パスチェッカとのリザベーション競合を返します。

この競合を回避するには、

/etc/default/LifeKeeper内に次のパラメータを

設定 (追加 )してください。

DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba
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項目 説明

HP 3PAR StoreServ 7400 FC

HP 3PAR StoreServ 7400は、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

HP 3PAR StoreServ 7400 (ファームウェア (HP
3PAR OS)バージョン3.1.2) + HP DL380p
Gen8 + Emulex LightPulse Fibre Channel
SCSI HBA (ドライババージョン 8.3.5.45.4p) +
DMMP (device-mapper-1.02.66-6, device-
mapper-multipath-0.4.9-46.el6)

テストはRHEL 6.2 (x86_64)を使用したSPS
for Linux v8.1.1で実施されました。

注記 : 3PAR StoreServ 7400は、デフォルトの

パスチェッカとのリザベーション競合を返します。

この競合を回避するには、

/etc/default/LifeKeeper内に次のパラメータを

設定 (追加 )してください。

DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba

およびユーザーフレンドリーデバイスマッピングは

サポートされません。 "multipath.conf"に次のパ

ラメータを設定してください。

"user_friendly_names no"

HP 3PAR StoreServ 7400 iSCSI (DMMP Recovery Kitを
使用したマルチパス構成 )

HP 3PAR StoreServ 7400は、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

HP 3PAR StoreServ 7400 (ファームウェア (HP
3PAR OS) version 3.1.3) + HP Ethernet 10Gb
2-port 560SFP+ Adapter (Networkdriver
ixgbe-3.22.0.2) + iSCSI (iscsi-initiator-utils-
6.2.0.873-10.el6.x86_64)、DMMP (device-
mapper-1.02.79-8.el6、device-mapper-
multipath-0.4.9-72.el6).

注記 : 3PAR StoreServ 7400 iSCSIは、リザ

ベーション競合を返す場合があります。この競

合を回避するため、 /etc/default/LifeKeeper内
に次のパラメータを設定 (追加 )してください。

DMMP_REGISTER_IGNORE=TRUE
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項目 説明

HP 3PAR StoreServ 7400 iSCSI(Quorum/Witness Kit使
用 )

HP 3PAR StoreServ 7400は、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

iSCSI (iscsi-initiator-utils-6.2.0.872-
21.el6.x86_64) + DMMP (device-mapper-
multipath-0.4.9-41 + device-mapper-1.02.62-
3) + nx_nic v4.0.588.

DMMP とDMMP Recovery KitをRHEL 6.1
で利用する場合には、Quorum/Witness
Server Kit とSTONITH機能を利用する必要

があります。SCSI リザベーションを無効にする

ため、 "/etc/default/LifeKeeper"に
RESERVATIONS=noneを追記する必要があ

ります。

サーバは IPMI 2.0に準拠したインタフェースを

備えている必要があります。

HP 3PAR StoreServ 10800 FC

HP 3PAR StoreServ 10800 FCは、以下の構

成で SIOS Technology Corp.のパートナーに

よってテスト済みです。

ファームウェア (HP 3PAR OS)バージョン3.1.2 +
HP DL380pGen8 + Emulex LightPulse Fibre
Channel HBA (ドライババージョン 8.3.5.45.4p)
+ DMMP (device-mapper-1.02.66-6, device-
mapper-multipath-0.4.9-46 el6)

テストはRHEL 6.2 (x86_64)を使用したSPS
for Linux v8.1.2で実施されました。

注記 : 3PAR StoreServ 10800 FCは、デフォル

トのパスチェッカとのリザベーション競合を返しま

す。この競合を回避するには、

/etc/default/LifeKeeper内に次のパラメータを

設定 (追加 )してください。

DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba

およびユーザーフレンドリーデバイスマッピングは

サポートされません。 "multipath.conf"に次のパ

ラメータを設定してください。

"user_friendly_names no"
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項目 説明

HP MSA1040/2040fc

HP MSA 2040 Storage FCは、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

HP MSA 2040 Storage FC (ファームウェア

GL101R002) + HP SN1000Q 16Gb 2P FC
HBA QW972A (ファームウェアバージョン

6.07.02, ドライババージョン 8.04.00.12.06.0-k2
(RHELにバンドル)) + DMMP (device-mapper-
1.02.74-10, device-mapper-multipath-0.4.9-
56).

テストはRHEL 6.3 (X86_64)を使用した

LifeKeeper for Linux v8.1.2で実施されまし

た。

HP P9500/XP

SIOS LifeKeeper for Linux v7.2以降を使用す

る場合について、Hewlett-Packard社により認

定。テストに使用されたモデルはHP
P9500/XPです。以下の環境のLifeKeeperで
動作することが認定されています。

l RedHat Enterprise for 32-bit, x64 (64-
bit; Opteronおよび Intel EMT64)

            RHEL 5.3, RHEL 5.4, RHEL 5.5

l SuSE Enterprise Server for 32-bit, x64
(64-bit; Opteronおよび Intel EMT64)

            SLES 10 SP3, SLES 11, SLES 11 SP1

l ネイティブまたは内蔵のクラスタリングソ

リューションRHCSおよびSLE HA

HP StoreVirtual 4330 iSCSI (DMMP Recovery Kitを使用

したマルチパス構成 )

HP StoreVirtual 4330は、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

HP StoreVirtual 4330 (ファームウェアHP
LeftHandOS 10.5) + HP Ethernet 1Gb 4-port
331FLR (Networkdriver tg3-3.125g) + iSCSI
(iscsi-initiator-utils-6.2.0.872-41.el6.x86_64)、
DMMP (device-mapper-1.02.74-
10.el6,device-mapper-multipath-0.4.9-56.el6)
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項目 説明

HP StoreVirtual(LeftHand)シリーズOS (SAN/iQ)バージョン

11.00 iSCSI

HP社 StoreVirtual(LeftHand)ストレージにお

いて、OS(SAN/iQ)バージョン 11.00をサポート

します。本バージョンが使われている全ての

StoreVirtualシリーズがサポート対象であり、仮

想ストレージ・アプライアンスであるStoreVirtual
VSAも含まれます。

テスト構成は次の通りです。

StoreVirtual VSA(11.0.00.1263.0) + RHEL 6.4
(x86_64)＋ DMMP(device-mapper-1.02.77-
9.el6.x86_64、device-mapper-multipath-0.4.9-
64.el6.x86_64)

HP StoreVirtual 4730 iSCSI (DMMP Recovery Kitを使用

したマルチパス構成 )

HP StoreVirtual 4730は、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

HP StoreVirtual 4730 (ファームウェアHP
LeftHandOS 11.5) + HP FlexFabric 10Gb 2-
port 536FLB Adapter (Networkdriver bnx2x-
1.710.40) + iSCSI (iscsi-initiator-utils-
6.2.0.873-10.el6.x86_64)、 DMMP (device-
mapper-1.02.79-8.el6,device-mapper-
multipath-0.4.9-72.el6)

HP StoreVirtual(LeftHand)シリーズLeftHandOSバージョン

11.5 iSCSI (DMMP Recovery Kitを使用したマルチパス構

成 )

HP社 StoreVirtual(LeftHand)ストレージにお

いて、LeftHandOSバージョン 11.5をサポート

します。本バージョンが使われている全ての

StoreVirtualシリーズがサポート対象であり、仮

想ストレージ・アプライアンスであるStoreVirtual
VSAも含まれます。

テスト構成は次の通りです。

StoreVirtual 4730(11.5.00.0673.0) + RHEL
6.5(x86_64)＋ DMMP(device-mapper-
1.02.79-8.el6.x86_64、device-mapper-
multipath-0.4.9-72.el6.x86_64)
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項目 説明

HP StoreVirtual 4330 iSCSI (Quorum/Witness Kit使用 )

HP StoreVirtual 4330は、 以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

HP StoreVirtual 4330 (ファームウェアHP
LeftHandOS 10.5) + iSCSI (iscsi-initiator-
utils-6.2.0.872-41.el6.x86_64)、 bonding(バー

ジョン: 3.6.0)、 tg3(バージョン: 3.125g) SCSI リ
ザベーションを無効にするには、

"/etc/default/LifeKeeper"に
RESERVATIONS=noneを設定します。

IBM San VolumeController (SVC)

シングルパス構成において、パートナーテストに

より認定。SDD Recovery KitおよびDevice
Mapper Multipath Recovery Kitを使用するマ

ルチパス設定において、SIOS Technology
Corp.により認定。

IBM Storwize V7000 iSCSI

パートナーテストによりiSCSI (iscsi-initiator-
utils-6.2.0.872-34.el6.x86_64)とDMMP
(device-mapper-1.02.66-6.el6、device-
mapper-multipath-0.4.9-46.el6)を使用する

IBM Storwize V7000 (Firmware Version
6.3.0.1)を認定しています。テストは、

LifeKeeper for Linux v7.5とRHEL 6.2を使用

して行われました。

制限事項 :IBM Storwize V7000は、

Quorum/Witness Server KitおよびSTONITH
と組み合わせて使用する必要があります。

/etc/default/LifeKeeper内で以下の設定によ

り、SCSI リザベーションを無効にしてください。

RESERVATIONS=none

IBM Storwize V7000 FC

パートナテストによりRedHat Enterprise Linux
Server Release 6.2 (Tikanga)、HBA:
QLE2562 DMMP: 0.4.9-46を組み合わせたマ

ルチパス構成で認定済み。

IBM Storwize V3700 FC

パートナーテストによりRedHat Enterprise
Linux Server Release 6.5 (Santiago)、HBA:
QLE2560、DMMP: 0.4.9-72を組み合わせたマ

ルチパス構成で認定済み。
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項目 説明

IBM XIV Storage System

パートナテストによりRedHat Enterprise Linux
Sever Release 5.6、HBA: NEC N8190-127
Single CH 4Gbps (Emulex LPe1150相当

品 )、XIV Host Attachement Kit:バージョン

1.7.0を組み合わせたマルチパス構成でのみ認

定済み。

注記 : LifeKeeperを使用する IBM XIV
Storage Systemで 32個以上のLUNを作成

する必要がある場合、詳細については IBMの

営業担当者にお問い合わせください。

Dell EqualLogic
PS4000/4100/4110/6000/6010/6100/6110/6500/6510

Dell EqualLogicは、SIOS Technology Corp.
パートナーによってテスト済みです。テスト構成

は次の通りです。Dell EqualLogic
PS4000/4100/6000/6100/6110/6500/6510 +
DMMP + DMMP Recovery Kit + RHEL 5.3 +
iscsi-initiator-utils-6.2.0.868-0.18.el5。LUN
数が大きい場合 (20以上 )は、

/etc/default/LifeKeeperの
REMOTETIMEOUT設定を

REMOTETIMEOUT=600に変更してくださ

い。

富士通

ETERNUS DX60 / DX80 / DX90 iSCSI

ETERNUS DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2 iSCSI

ETERNUS DX410 / DX440 iSCSI

ETERNUS DX410 S2 / DX440 S2 iSCSI

ETERNUS DX8100 / DX8400 / DX8700 iSCSI

ETERNUS DX8100 S2/DX8700 S2 iSCSI

ETERNUS DX100 S3/DX200 S3 iSCSI

ETERNUS DX500 S3/DX600 S3 iSCSI

ETERNUS DX200F iSCSI

ETERNUS DX60 S3 iSCSI

マルチパス環境にてDMMP ARKを利用する

際、 /etc/multipath.confに以下の設定が必

要となります。

prio alua

path_grouping_policy group_by_
prio

failback immediate

no_path_retry 10

Path_checker tur
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富士通

ETERNUS DX60 / DX80 / DX90

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX60 S2 / DX80 S2 / DX90 S2

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX410 / DX440

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX410 S2 / DX440 S2

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX8100 / DX8400 / DX8700

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX8100 S2/DX8700 S2

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX100 S3/DX200 S3/DX500 S3/DX600S3

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX200F

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX60 S3

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX8700 S3 / DX8900 S3

ファイバチャネル、シングルパスおよびマルチパ

ス構成

ETERNUS DX8700 S3 / DX8900 S3

マルチパス環境にてDMMP ARKを利用する

際、 /etc/multipath.confに以下の設定が必

要となります。

prio alua

path_grouping_policy group_by_
prio

failback immediate

no_path_retry 10

Path_checker tur

マルチパス環境にてETERNUSマルチパスドラ

イバを利用する際、設定ファイルにパラメータを

設定する必要はありません。
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項目 説明

iSCSI、シングルパスおよびマルチパス構成

NEC iStorageM10e iSCSI (SPS Recovery Kitを使用した

マルチパス構成 )

NEC iStorageM10e iSCSIは、以下の構成で

SIOS Technology Corp.のパートナーによって

テスト済みです。

NEC iStorageM10e iSCSI + 1GbE NIC +
iSCSI (iscsi-initiator-utils-6.2.0.873-
10.el6.x86_64)、SPS (sps-utils-5.3.0-
0.el6,sps-driver-E-5.3.0-2.6.32.431.el6)
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項目 説明

NEC iStorage Storage Path Savior Multipath I/O

マルチパスデバイスを使用するアプリケーションと

ファイルシステムの保護 :SPSデバイスを使用

するアプリケーションやファイルシステムをSPS
によって設定し保護するには、SPS Recovery
Kitをインストールする必要があります。

SPS Kitのインストール後は、1つ以上のマル

チパスデバイスノードを使用するアプリケーション

階層を作成するだけで、SPS Kitが提供する

新しいリソースタイプが自動的に組み込まれま

す。

マルチパスデバイスノード :SPS Kitを使用する

には、すべてのファイルシステムおよびRawデバ

イスをネイティブの /dev/sd*デバイスノードでは

なく、マルチパスデバイスノード (/dev/dd*)上に

マウントまたは設定する必要があります。

SCSI-3 Persistent Reservationsの使用 :
SPS Kitは、リザベーションタイプを「書き込み

専用」とするSCSI-3 Persistent Reservations
を使用します。この場合、クラスタのあるノード

が予約したデバイスは、クラスタの他のノードか

ら読み取り可能のままですが、他のノードから

デバイスへの書き込みはできなくなります。この

ことは、それらの他のノード上で進行中の読み

取り専用アクセスのためにファイルシステムをマ

ウントできるという意味ではないことに注意して

ください。

LifeKeeperでは、sg_persistユーティリティを使

用してパーシステントリザベーションを発行し、

監視します。必要であれば、LifeKeeperは
sg_persist(8)ユーティリティをインストールしま

す。

テスト環境 :SPS Kitは、Emulex HBAおよび

Emulex lpfc ドライバを使用するNEC iStorage
ディスクアレイにおいて、テストおよび認定済み

です。SPS Kitは、SPSがサポートする他の

NEC iStorage D、S、およびMでも同様に問

題なく動作すると考えられます。

[テストされた Emulex HBA]

iStorage D-10

===========================
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項目 説明

LP952

LP9802

LP1050

LP1150

===========================

iStorageM100

===========================

LPe1150

LPe11002

LPe1250

LPe12002

LPe1105

LPe1205

===========================

マルチパスソフトウェアの要件 :SPS Kitは、

SPS for Linux 3.3.001を使用してテスト済み

です。インストールされているSPSパッケージに

対する既知の依存関係はありません。

インストール要件 :SPS Recovery Kitをインス

トールする前にSPSソフトウェアをインストール

する必要があります。

SPS パスの追加または修復 : LifeKeeperは、

SPS リソース起動する場合に、パーシステント

リザベーションを確立してその時点でアクティブ

なパスに登録します。最初のリザベーションの

後に新しいパスが追加されるか、障害が起き

たパスが修復されて SPSがそのパスを自動的

に再度アクティブにした場合、そのパスは、

LifeKeeperがSPS リソースに対する次の

quickCheckを実行するまでリザベーションの一

部として登録されません。その時点までにSPS
がそのパスに対する書き込みを許可した場

合、リザベーションコンフリクトが発生し、システ

ムのメッセージファイルに競合が記録されます。

SPS ドライバは、登録されたパスでそれらの

I/Oを再試行するため、アプリケーションにとって
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項目 説明

は検出可能な障害になりません。

quickCheckによるパスの登録が完了すると、

その後の書き込みは成功します。

Pure Storage FA-400シリーズFC (DMMP Recovery Kitを
使用したマルチパス構成 )

パートナーテストにより、DMMP Recovery Kit
を利用したFC接続のマルチパス構成で認定

済みです。

QLogic ドライバ

QLogicアダプタを使用するサポート対象の他

のファイバチャネルアレイについては、qla2200ま
たは qla2300ドライバのバージョン 6.03.00以
降を使用してください。

Emulex ドライバ

サポート対象のEmulexのファイバチャネル

HBAについては、 lpfc ドライバv8.0.16以降を

使用してください。

Adaptec 29xx ドライバ

Adaptec 29xxを使用するサポート対象の

SCSIアレイについては、OSディストリビューショ

ンに付属のaic7xxx ドライバのバージョン 6.2.0
以降を使用してください。

HPのマルチパス I/O 設定

項目 説明

Secure
Pathを
使用す

るマルチ

パスクラ

スタのイ

ンストー

ル

Secure Pathを使用するマルチパスクラスタを新規にインストール場合は、次の手順を実行しま

す。

1. 選択したOSを各サーバにインストールします。

2. クラスタハードウェア (FCA2214アダプタ、ストレージ、スイッチ、およびケーブル)をインストー

ルします。

3. HP Platform Kitをインストールします。

4. HP Secure Pathソフトウェアをインストールします。ここでシステムをリブートする必要がありま

す。Secure Pathからストレージへのパスを適切に設定したことを確認してください。詳細に

ついては、Secure Pathのドキュメンテーションを参照してください。

5. LifeKeeperをインストールします。
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Secure
Pathに
よる永

続的デ

バイス

ノード

Secure Pathは、 /dev/spdev/spXX (XXはデバイス名 )の形式の「永続的な」デバイスノードをサ

ポートします。これらのノードは、特定のSCSIデバイスノード /dev/sdXXへのシンボリックリンクで

す。LifeKeeperはこれらのノードを「通常の」SCSIデバイスノード /dev/sdXXであるかのように認識

します。LifeKeeperは、デバイスが /dev/sda1か /dev/sdq1かを直接検出し、その後正しいデバイ

スノードを直接使用することにより、リブートおよびクラスタノードをまたがってデバイス名の永続性を

独自に維持しています。

注記 : SCSIデバイスノードへのシンボリックリンクのサポートは、LifeKeeper v4.3.0で追加されまし

た。

アクティ

ブ /パッ

シブコン

トローラ

およびコ

ントロー

ラスイッ

チオーバ

MSA1000では、一方のコントローラをアクティブに、他方のコントローラをスタンバイモードにすること

によってマルチパスを実装しています。アクティブなコントローラまたはアクティブなコントローラへのパ

スのいずれかに問題が起きた場合、スタンバイコントローラがアクティブ化されて処理を引き継ぎま

す。コントローラをアクティブにする場合、コントローラの準備ができるまでにある程度の時間がかか

ります。アレイ上で設定されている LUNの数に応じて、30～ 90秒の時間を必要とします。この

間、ストレージへの I/Oは、新しくアクティブになるコントローラに経路変更できるようになるまでブ

ロックされます。

起動時

にシング

ルパスで

も通知

が発生

しない

システムがロードされたときに、サーバがシングルパスでしかストレージにアクセスできない場合でも、

この問題に関する通知が発生しません。この問題は、システムがリブートしたときに上記のような

物理的なパスの障害が起きると発生しますが、一時的なパス障害でも発生しています。システム

をロードするときは、管理者はストレージへのすべてのパスが正しく構成されたことを必ず確認し、

構成されていない場合は、ハードウェアの問題を修復するか、システムをリロードして一時的な問

題を解決するかいずれかのアクションを取ることを推奨します。

日立 HDLM のマルチパス I/O 設定

マルチパスデバイ

スを使用するアプ

リケーションとファイ

ルシステムの保護

HDLMデバイスを使用するアプリケーションやファイルシステムを LifeKeeperによって設定

し保護するには、HDLMRecovery Kitをインストールする必要があります。

HDLM Kitのインストール後は、マルチパスデバイスノードを 1つ以上使用するアプリケー

ション階層を作成するだけで、HDLM Kitが提供する新しいリソースタイプが自動的に組

み込まれます。

マルチパスデバイ

スノード

HDLM Kitを使用するには、すべてのファイルシステムおよびRawデバイスをネイティブの

/dev/sd*デバイスノードではなく、マルチパスデバイスノード (/dev/sddlm*)上にマウントす

るか、設定する必要があります。

SCSI-3
Persistent
Reservationsの
使用

HDLM Kitは、リザベーションタイプを「書き込み専用」とするSCSI-3 Persistent
Reservationsを使用します。この場合、クラスタのあるノードが予約したデバイスは、クラ

スタの他のノードから読み取り可能のままですが、他のノードからデバイスへの書き込みは

できなくなります。このことは、それらの他のノード上で進行中の読み取り専用アクセスの

ためにファイルシステムをマウントできるという意味ではないことに注意してください。

LifeKeeperでは、sg_persistユーティリティを使用してパーシステントリザベーションを発行

し、監視します。必要であれば、LifeKeeperは sg_persist(8)ユーティリティをインストール

します。
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ハードウェア要件 HDLM Kitは、QLogic qla2432 HBA と8.02.00-k5-rhel5.2-04ドライバ、および

Silkworm3800 FCスイッチを使用する日立 SANRISE AMS1000ディスクアレイにおい

て、テストおよび認定済みです。HDLM Kitは、他の日立ディスクアレイでも同様に問題

なく動作すると考えられます。HDLM Kitは、SANRISE AMSシリーズ、SANRISE
USP、および日立のVSPにおいても、テストおよび認定済みです。HBAおよびHBA ド

ライバはHDLMがサポートするものを使用してください。

BR1200は、Hitachi Data Systemsにより認定済みです。シングルパスとマルチパスの両

方の設定で、RDAC ドライバが必要です。RDAC ドライバを使用するBR1200設定の

みをサポートします。HDLM (HDLM ARK)を使用するBR1200設定はサポートしませ

ん。

マルチパスソフト

ウェアの要件

HDLM Kitは、以下のHDLM for Linuxでテスト済みです。

05-80, 05-81, 05-90, 05-91, 05-92, 05-93, 05-94, 6.0.0, 6.0.1, 6.1.0, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.0,
6.2.1, 6.3.0, 6.4.0, 6.4.1, 6.5.0, 6.5.1, 6.5.2, 6.6.0, 6.6.2, 7.2.0, 7.2.1, 7.3.0, 7.3.1,
7.4.0, 7.4.1, 7.5.0, 7.6.0, 7.6.1, 8.0.0, 8.0.1, 8.1.0, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.0,
8.4.0, 8.5.0, 8.5.1, 8.5.2,8.5.3,8.5.4,8.6.0,8.6.1,8.6.2

インストールされているHDLMパッケージに対する既知の依存関係はありません。

注記 : HDLM 6.0.0以降から製品名が「Hitachi Dynamic Link Manager Software
(HDLM)」に変更されました。6.0.0 (05-9X)より古いバージョンでは、「Hitachi
HiCommandDynamic Link Manager (HDLM)」という製品名です。

注記 : HDLM version 6.2.1以降は、HDLMRecovery Kit v6.4.0-2でサポートされていま

せん。このバージョンのHDLMを使用する必要がある場合は、HDLMRecovery Kit
v7.2.0-1以降とLifeKeeper Core v7.3以降を使用できます。

注記 : LVMとHDLMをともに使用する場合、HDLMがサポートするバージョンが必要で

す。また、フィルタ設定を /etc/lvm/lvm.confに追加して、システムが

/dev/sddlm*に対応する /dev/sd*を検出しないようにする必要があります。詳細に

ついては、HDLMのマニュアルの「LVM Configuration」を参照してください。
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Linuxディストリ

ビューションの要

件

Linuxディストリビューションの要件

HDLMは以下のディストリビューションでサポートされています。

RHEL 4 (AS/ES) (x86 or x86_64) Update 1、2、3、4、Update 4セキュリティフィックス

(*2)、4.5、4.5セキュリティフィックス(*4)、4.6、4.6セキュリティフィックス(*8)、4.7、4.7セキュリ

ティフィックス(*9)、4.8、4.8セキュリティフィックス(*12) (x86/x86_64)(*1)

RHEL 5、5.1、5.1セキュリティフィックス(*5)、5.2、5.2セキュリティフィックス(*6)、5.3、5.3セ
キュリティフィックス(*10)、5.4、5.4セキュリティフィックス(*11)、5.5、5.5セキュリティフィックス

(*13)、5.6、5.6セキュリティフィックス (*14)、5.7 (x86/x86_64)(*1)、5.8 (x86/x86_64)(*1)

RHEL 6、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5 (x86/x86_64)(*1)(*15)

RHEL 7、7.1、7.2、7.3、7.4、7.5 (x86_64)(*1)

(*1) AMD Opteron(シングルコア、デュアルコア)あるいは Intel EM64TアーキテクチャCPU
+ x86_64カーネル

(*2)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.9-42.0.3.EL，2.6.9-42.0.3.ELsmp，2.6.9-42.0.3.ELhugemem
x86_64：2.6.9-42.0.3.EL，2.6.9-42.0.3.ELsmp，2.6.9-42.0.3.Ellargesmp

(*3)日立 では、RHEL4U2の環境をサポートしていません。

(*4)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.9-55.0.12.EL，2.6.9-55.0.12.ELsmp，2.6.9-55.0.12.Elhugememx
86_64：2.6.9-55.0.12.EL，2.6.9-55.0.12.ELsmp，2.6.9-55.0.12.Ellargesmp

(*5)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-53.1.13.el5，2.6.18-53.1.13.el5PAE，2.6.18-53.1.21.el5，2.6.18-
53.1.21.el5PAE
x86_64：2.6.18-53.1.13.el5，2.6.18-53.1.21.el5

(*6)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-92.1.6.el5，2.6.18-92.1.6.el5PAE，2.6.18-92.1.13.el5，2.6.18-
92.1.13.el5PAE，2.6.18-92.1.22.el5，2.6.18-92.1.22.el5PAE
x86_64：2.6.18-92.1.6.el5，2.6.18-92.1.13.el5，2.6.18-92.1.22.el5

(*7)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.9-34.0.2.EL，2.6.9-34.0.2.ELsmp，2.6.9-34.0.2.ELhugemem
x86_64：2.6.9-34.0.2.EL，2.6.9-34.0.2.ELsmp，2.6.9-34.0.2.Ellargesmp

(*8)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.9-67.0.7.EL，2.6.9-67.0.7.ELsmp，2.6.9-67.0.7.ELhugemem，2.6.9-
67.0.22.EL，2.6.9-67.0.22.ELsmp，2.6.9-67.0.22.ELhugemem
x86_64：2.6.9-67.0.7.EL，2.6.9-67.0.7.ELsmp，2.6.9-67.0.7.ELlargesmp
2.6.9-67.0.22.EL，2.6.9-67.0.22.ELsmp，2.6.9-67.0.22.Ellargesmp

(*9)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.9-78.0.1.EL，2.6.9-78.0.1.ELsmp，2.6.9-78.0.1.ELhugemem，2.6.9-
78.0.5.EL，2.6.9-78.0.5.ELsmp，2.6.9-78.0.5.ELhugemem，2.6.9-78.0.8.EL，2.6.9-
78.0.8.ELsmp，2.6.9-78.0.8.ELhugemem, 2.6.9-78.0.17.EL，2.6.9-78.0.17.ELsmp，
2.6.9-78.0.17.ELhugemem，2.6.9-78.0.22.EL，2.6.9-78.0.22.ELsmp，2.6.9-
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78.0.22.Elhugemem
x86_64：2.6.9-78.0.1.EL，2.6.9-78.0.1.ELsmp，2.6.9-78.0.1.ELlargesmp, 2.6.9-
78.0.5.EL，2.6.9-78.0.5.ELsmp，2.6.9-78.0.5.ELlargesmp，2.6.9-78.0.8.EL，2.6.9-
78.0.8.ELsmp，2.6.9-78.0.8.ELlargesmp，2.6.9-78.0.17.EL，2.6.9-78.0.17.ELsmp，
2.6.9-78.0.17.ELlargesmp，2.6.9-78.0.22.EL，2.6.9-78.0.22.ELsmp，2.6.9-
78.0.22.ELlargesmp

(*10)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-128.1.10.el5，2.6.18-128.1.10.el5PAE, 2.6.18-128.1.14.el5, 2.6.18-
128.1.14.el5PAE，2.6.18-128.7.1.el5，2.6.18-128.7.1.el5PAE
x86_64：2.6.18-128.1.10.el5，2.6.18-128.1.14.el5

(*11)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-164.9.1.el5，2.6.18-164.9.1.el5PAE，2.6.18-164.11.1.el5, 2.6.18-
164.11.1.el5PAE
x86_64：2.6.18-164.9.1.el5，2.6.18-164.11.1.el5

(*12)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.9-89.0.20.EL，2.6.9-89.0.20.ELsmp, 2.6.9-89.0.20.Elhugemem
x86_64：2.6.9-89.0.20.EL，2.6.9-89.0.20.ELsmp，2.6.9-89.0.20.Ellargesmp

(*13)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-194.11.1.el5, 2.6.18-194.11.1.el5PAE, 2.6.18-194.11.3.el5, 2.6.18-
194.11.3.el5PAE, 2.6.18-194.17.1.el5, 2.6.18-194.17.1.el5PAE, 2.6.18-194.32.1.el5,
2.6.18-194.32.1.el5PAE
x86_64：2.6.18-194.11.1.el5, 2.6.18-194.11.3.el5, 2.6.18-194.17.1.el5, 2.6.18-
194.32.1.el5

(*14)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-238.1.1.el5,2.6.18-238.1.1.el5PAE,2.6.18-238.9.1.el5,2.6.18-
238.9.1.el5PAE,2.6.18-238.19.1.el5,2.6.18-238.19.1.el5PAE
x86_64：2.6.18-238.1.1.el5,2.6.18-238.9.1.el5,2.6.18-238.19.1.el5

(*15)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.32-71.el6.i686, 2.6.32-131.0.15.el6.i686, 2.6.32-220.el6.i686，2.6.32-
279.el6.i686
x86_64：2.6.32-71.el6.x86_64, 2.6.32-131.0.15.el6.x86_64, 2.6.32-220.el6.x86_64,
2.6.32-279.el6.x86_64

(*16)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-274.12.1.el5, 2.6.18-274.12.1.el5PAE，2.6.18-274.18.1.el5, 2.6.18-
274.18.1.el5PAE
x86_64：2.6.18-274.12.1.el5, 2.6.18-274.18.1.el5

(*17)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-308.8.2.el5, 2.6.18-308.8.2.el5PAE
x86_64：2.6.18-308.8.2.el5

(*18)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.32-220.4.2.el6.i686, 2.6.32-220.17.1.el6.i686, 2.6.32-220.23.1.el6.i686,
2.6.32-220.31.1.el6.i686, 2.6.32-220.45.1.el6.i686
x86_64：2.6.32-220.4.2.el6.x86_64, 2.6.32-220.17.1.el6.x86_64, 2.6.32-
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220.23.1.el6.x86_64, 2.6.32-220.31.1.el6.x86_64, 2.6.32-220.45.1.el6.x86_64, 2.6.32-
220.48.1.el6.x86_64，2.6.32-220.64.1.el6.x86_64，2.6.32-220.65.1.el6.x86_64,
2.6.32-220.72.2.el6.x86_64，2.6.32-220.73.1.el6.x86_64，2.6.32-220.75.1.el6.x86_
64，2.6.32-220.77.1.el6.x86_64

(*19)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.32-279.19.1.el6.i686
x86_64：2.6.32-279.19.1.el6.x86_64

(*20)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.32-358.6.2.el6.i686, 2.6.32-358.11.1.el6.i686, 2.6.32-358.14.1.el6.i686,
2.6.32-358.23.2.el6.i686
x86_64：2.6.32-358.6.2.el6.x86_64, 2.6.32-358.11.1.el6. x86_64, 2.6.32-358.14.1.el6.
x86_64, 2.6.32-358.23.2.el6. x86_64, 2.6.32-358.87.1.el6. x86_64

(*21)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.32-431.1.2.el6.i686, 2.6.32-431.3.1.el6.i686, 2.6.32-431.5.1.el6.i686, 2.6.32-
431.17.1.el6.i686, 2.6.32-431.20.3.el6.i686, 2.6.32-431.23.3.el6.i686, 2.6.32-
431.29.2.el6.i686, 2.6.32-431.72.1.el6.i686，2.6.32-431.77.1.el6.i686
x86_64：2.6.32-431.1.2.el6.x86_64, 2.6.32-431.3.1.el6. x86_64, 2.6.32-431.5.1.el6.
x86_64, 2.6.32-431.17.1.el6. x86_64, 2.6.32-431.20.3.el6. x86_64, 2.6.32-
431.23.3.el6. x86_64, 2.6.32-431.29.2.el6. x86_64, 2.6.32-431.72.1.el6.x86_64,
2.6.32-431.77.1.el6.x86_64, 2.6.32-431.87.1.el6.x86_64

(*22)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.32-504.3.3.el6.i686，2.6.32-504.12.2.el6.i686，2.6.32-504.30.3.el6.i686
x86_64：2.6.32-504.3.3.el6.x86_64，2.6.32-504.12.2.el6.x86_64，2.6.32-
504.16.2.el6.x86_64，2.6.32-504.30.3.el6.x86_64，2.6.32-504.40.1.el6.x86_64，
2.6.32-504.43.1.el6.x86_64, 2.6.32-504.66.1.el6.x86_64

(*23)次のカーネルがサポートされています。
x86：2.6.18-348.1.1.el5, 2.6.18-348.1.1.el5PAE, 2.6.18-348.6.1.el5, 2.6.18-
348.6.1.el5PAE, 2.6.18-348.18.1.el5, 2.6.18-348.18.1.el5PAE
x86_64：2.6.18-348.1.1.el5, 2.6.18-348.6.1.el5, 2.6.18-348.18.1.el5

(*24)下記のカーネルを示します。
x86_64:3.10.0-123.13.2.el7.x86_64, 3.10.0-123.20.1.el7.x86_64

(*25)下記のカーネルを示します。
x86_64:3.10.0-229.4.2.el7.x86_64,3.10.0-229.20.1.el7.x86_64, 3.10.0-
229.34.1.el7.x86_64

(*26)下記のカーネルを示します。
x86_64:3.10.0-327.4.4.el7.x86_64, 3.10.0-327.4.5.el7.x86_64, 3.10.0-
327.10.1.el7.x86_64，3.10.0-327.18.2.el7.x86_64,
3.10.0-327.22.2.el7.x86_64, 3.10.0-327.36.1.el7.x86_64, 3.10.0-327.36.3.el7.x86_64,
3.10.0-327.44.2.el7.x86_64, 3.10.0-327.46.1.el7.x86_64, 3.10.0-327.49.2.el7.x86_64，
3.10.0-327.55.2.el7.x86_64，3.10.0-327.55.3.el7.x86_64，3.10.0-327.58.1.el7.x86_64,
3.10.0-327.62.1.el7.x86_64，3.10.0-327.62.4.el7.x86_64, 3.10.0-327.64.1.el7.x86_64

(*27)下記のカーネルを示します。
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x86: 2.6.32-573.8.1.el6.i686, 2.6.32-573.12.1.el6.i686, 2.6.32-573.18.1.el6.i686,
2.6.32-573.53.1.el6.i686
x86_64: 2.6.32-573.8.1.el6.x86_64，2.6.32-573.12.1.el6.x86_64, 2.6.32-
573.18.1.el6.x86_64, 2.6.32-573.53.1.el6.x86_64

(*28)下記のカーネルを示します。
x86:2.6.32-642.1.1.el6.i686, 2.6.32-642.6.2.el6.i686, 2.6.32-642.13.1.el6.i686
x86_64:2.6.32-642.1.1.el6.x86_64, 2.6.32-642.6.1.el6.x86_64，2.6.32-
642.6.2.el6.x86_64, 2.6.32-642.13.1.el6.x86_64, 2.6.32-642.15.1.el6.x86_64

(*29)下記のカーネルを示します。

x86：2.6.18-416.el5，2.6.18-416.el5PAE, 2.6.18-419.el5，2.6.18-419.el5PAE, 2.6.18-
426.el5，2.6.18-426.el5PAE
x86_64：2.6.18-416.el5, 2.6.18-419.el5, 2.6.18-426.el5

(*30)下記のカーネルを示します。

x86_64：3.10.0-514.6.1.el7.x86_64，3.10.0-514.10.2.el7.x86_64，3.10.0-
514.16.1.el7.x86_64，3.10.0-514.21.1.el7.x86_64，3.10.0-514.26.2.el7.x86_64，
3.10.0-514.36.5.el7.x86_64，3.10.0-514.44.1.el7.x86_64, 3.10.0-514.51.1.el7.x86_64

(*31)下記のカーネルを示します。

x86：2.6.32-696.3.2.el6.i686, 2.6.32-696.6.3.el6.i686, 2.6.32-696.10.3.el6.i686, 2.6.32-
696.18.7.el6.i686，2.6.32-696.20.1.el6.i686, 2.6.32-696.23.1.el6.i686
x86_64：2.6.32-696.3.2.el6.x86_64, 2.6.32-696.6.3.el6.x86_64, 2.6.32-
696.10.3.el6.x86_64, 2.6.32-696.18.7.el6.x86_64, 2.6.32-696.20.1.el6.x86_64, 2.6.32-
696.23.1.el6.x86_64

(*32)下記のカーネルを示します。

x86_64：3.10.0-693.1.1.el7.x86_64, 3.10.0-693.5.2.el7.x86_64, 3.10.0-
693.11.1.el7.x86_64, 3.10.0-693.11.6.el7.x86_64, 3.10.0-693.21.1.el7.x86_64

(*33)下記のカーネルを示します。

x86_64：3.10.0-862.3.2.el7.x86_64

インストール要件 HDLMRecovery Kitをインストールする前にHDLMソフトウェアをインストールする必要が

あります。また、SCSIデバイスからHDLMデバイスに環境を転送したい場合は、HDLM
環境を設定した後、インストールセットアップスクリプトを実行する必要があります。そのよ

うにしないと、sg3_utilsがインストールされません。
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HDLMパスの追

加または修復

LifeKeeperは、HDLMリソースを起動する場合、パーシステントリザベーションを確立して

その時点でアクティブなパスに登録します。最初のリザベーションの後に新しいパスが追

加されるか、障害が起きたパスが修復されて HDLMがそのパスを自動的に再度アクティ

ブにした場合、そのパスは、LifeKeeperがHDLMリソースに対する次のquickCheckを
実行するまでリザベーションの一部として登録されません。その時点までにHDLMがその

パスに対する書き込みを許可した場合、リザベーションコンフリクトが発生し、システムの

メッセージファイルに競合が記録されます。HDLM ドライバは、登録されたパスでそれらの

I/Oを再試行するため、アプリケーションにとっては検出可能な障害になりません。

quickCheckによるパスの登録が完了すると、その後の書き込みは成功します。

quickCheckがリザベーションコンフリクトを検出すると、ステータスが「Offline(E)」に変更さ

れます。ステータスが「Offline(E)」の場合、ユーザはオンラインのHDLMコマンドを使用し

て手動でステータスを「Online」に変更する必要があります。

RHEL 7.xの追加

設定

HDLMRecoveryKitをRedHat Enterprise Linux 7.0以降で使用する場合、

/etc/default/LifeKeeperにHDLM_DLMMGR=.dlmmgr_exeを追記する必要がありま

す。

OS のバージョン / アーキテクチャ

RHEL4

U1-U4 U3 セ
キュリ

ティ

フィック

ス (*7)

U4 セ
キュリ

ティ

フィック

ス (*2)

4.5 4.5 セ
キュリ

ティ

フィック

ス (*4)

4.6 4.6 
セ

キュリ

ティ

フィッ

クス

(*8)

4.7 4.7 セ
キュリ

ティ

フィック

ス (*9)

4.8 4.8
セキュ

リティ

フィック

ス

(*12)

x86/x86_64
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

HDLM

05-80 
05-81 
05-90

X

05-91 
05-92 X X

05-93 X(*3) X X

05-94 X(*3) X X X X X

6.0.0 X(*3) X X X X X X X X X

6.0.1 X(*3) X X X X X X X X X

6.1.0 X(*3) X X X X X X X X X

6.1.1 X(*3) X X X X X X X X X X

6.1.2 X(*3) X X X X X X X X X X

6.2.0 X(*3) X X X X X X X X X X

6.2.1 X(*3) X X X X X X X X X X

6.3.0 X(*3) X X X X X X X X X X

6.4.0 X(*3) X X X X X X X X X X

6.4.1 X(*3) X X X X X X X X X X

6.5.0 X(*3) X X X X X X X X X X

6.5.1 X(*3) X X X X X X X X X X

6.5.2 X(*3) X X X X X X X X X X

6.6.0 X(*3) X X X X X X X X X X

6.6.2 X(*3) X X X X X X X X X X

7.2.0 X(*3) X X X X X X X X X X

7.2.1 X(*3) X X X X X X X X X X

7.3.0以
降

X(*3) X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

LifeKeeper v6.0 X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

v6.0
(v6.0.1-2
以降 )

v6.1
X X X(v6.1.0-5

以降 )

v6.2
X X X X X X X(v6.2.0-5

以降 )

v6.2
X X X X X X X(v6.2.2-1

以降 )

v6.3
X X X X X X X(v6.3.2-1

以降 )

v6.4
X X X X X X X X X(v6.4.0-10

以降 )

v7.0
X X X X X X X X X X X(v7.0.0-5

以降 )

V 7.1
X X X X X X X X X X X(v7.1.0-8

以降 )

V7.2
X X X X X X X X X X X(v7.2.0-10

以降 )

V 7.3
X X X X X X X X X X X(v7.3.0-21

以降 )

V 7.4
X X X X X X X X X X X(v7.4.0-63

以降 )

V 7.5

RHEL4は、LifeKeeperのv7.5以降ではサポートされません。(v7.5.0-
3640以
降 )
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

HDLM
ARK

6.0.1-2 X X X X X X X

6.1.0-4 X X X X X X X

6.2.2-3 X X X X X X X

6.2.3-1 X X X X X X X X X X X

6.4.0-2 X X X X X X X X X X X

7.0.0-1 X X X X X X X X X X X

7.2.0-1 X X X X X X X X X X X

X =サポートあり、空白 =サポートなし

RHEL5

未

更

新

5.-
1

5.1
セ

キ-
ュリ

ティ

フィ-
ック

ス

(*5)

5.-
2

5.2
セ

キ-
ュリ

ティ

フィ-
ック

ス

(*6)

5.3-
X

5.3
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*1-
0)

5.-
4

5.4
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*1-
1)

5.-
5

5.5
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*1-
3)

5.-
6

5.6
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*1-
4)

5.7
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*1-
6)

5.8
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*1-
7)

5.9
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*2-
3)

5.1-
0

5.1-
1
セ

キュ

リ

ティ

フィ-
ック

ス

(*2-
9)

x86/x86_64
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

HDLM

05-80 
05-81 
05-90

05-91 
05-92

05-93 X

05-94 X X

6.0.0 X X X X X

6.0.1 X X X X X

6.1.0 X X X X X

6.1.1 X X X X X

6.1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.2.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.2.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.3.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.4.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.4.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.5.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.5.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.5.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.6.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

6.6.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.2.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.2.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.3.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.3.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.4.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.4.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.5.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.6.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7.6.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.0.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.0.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

8.1.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.1.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.1.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.1.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.1.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.2.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.4.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.5.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.5.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.5.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.5.3 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.5.4 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.6.0 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.6.1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.6.2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

LifeKeep-
er

v6.0 

(v6.0.-
1-2以
降 )

v6.1 

(v6.1.-
0-5以
降 )

X X

v6.2 

(v6.2.-
0-5以
降 )

X X

v6.2 

(v6.2.-
2-1以
降 )

X X X

v6.3 

(v6.3.-
2-1以
降 )

X X X X X

v6.4 

(v6.4.-
0-10
以降 )

X X X X X X X

v7.0 

(v7.0.-
0-5以
降 )

X X X X X X X X X

v7.1 

(v7.1.-
0-8以
降 )

X X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

v7.2 

(v7.2.-
0-10
以降 )

X X X X X X X X X X X

v7.3

(v7.3.-
0-21
以降 )

X X X X X X X X X X X X X

v7.4

(v7.4.-
0-63
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X

v7.5

(v7.5.-
0-
3640
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.0

(v8.0.-
0-510
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.1

(v8.1.-
1-
5620
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.2

(v8.2.-
0-
6213
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.2.1

(v8.2.-
1-
6353
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

v8.3.0

(v8.3.-
0-
6389
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.3.1

(v8.3.-
1-
6397
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.3.2

(v8.3.-
2-
6405
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.4.0

(v8.4.-
0-
6427
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v8.4.1

(v8.4.-
1-
6449
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.0.0

(v9.0.-
0-
6488
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.0.1

(v9.0.-
1-
6492
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

v9.0.2

(v9.0.-
2-
6513
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.1.0

(v9.1.-
0-
6538
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.1.1

(v9.1.-
1-
6594
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.1.2
(v9.1.
2-
6609
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.2.0
(v9.2.
0-
6629
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.2.1
(v9.2.
1-
6653
以降 )

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

v9.2.2
(v9.2.
2-
6679
以降 )
(注
１)

X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

HDLM
ARK

6.0.1-
2

6.1.0-
4 X X

6.2.2-
3 X X X

6.2.3-
1 X X X X X

6.4.0-
2 X X X X X X X

7.0.0-
1 X X X X X X X X X X X

7.2.0-
1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.1.1-
5620 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.2.0-
6213 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.2.1-
6353 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.3.0-
6389 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.3.1-
6397 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.3.2-
6405 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.4.0-
6427 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

8.4.1-
6449 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.0.0-
6488 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.0.1-
6492 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.0.2-
6513 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.1.0-
6538 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

9.1.1-
6594 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.1.2-
6609 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.2.0-
6629 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.2.1-
6653 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

9.2.2-
6679 X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X =サポートあり、空白 =サポートなし

(注 1):RHEL5のサポートは LifeKeeper v9.2.2までです。 v9.3以降はサポートされません。

OSのバージョン /アーキテクチャ

RHEL6

6 6.1  6.2
セ

キュ

リ

ティ

フィッ

クス

(*18)

6.3
セ

キュ

リティ

フィッ

クス

(*19)

6.4
セ

キュ

リティ

フィッ

クス

(*20)

6.5
セ

キュリ

ティ

フィッ

クス

(*21)

6.6
セ

キュリ

ティ

フィッ

クス

(*23)

6.7
セ

キュ

リテ

フィッ

クス

(*27)

6.8
セ

キュリ

ティ

フィッ

クス

(*28)

6.9
セ

キュ

リ

ティ

フィッ

クス

(*31)

x86/x86_64
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

HDLM 6.5.0
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

6.5.1

6.5.2 X

6.6.0 X

6.6.2 X

6.6.2-
01 X X

7.2.0 X X X

7.2.1 X X X

7.3.0 X X X

7.3.1 X X X

7.4.0 X X X X X X X X X

7.4.1 X X X X X X X X X

7.5.0 X X X X X X X X X

7.6.0 X X X X X X X X X

7.6.1 X X X X X X X X X

8.0.0 X X X X X X X X X X

8.0.1 X X X X X X X X X X

8.1.0 X X X X X X X X X X

8.1.1 X X X X X X X X X X

8.1.2 X X X X X X X X X X

8.1.3 X X X X X X X X X X

8.1.4 X X X X X X X X X X

8.2.0 X X X X X X X X X X

8.2.1 X X X X X X X X X X

8.4.0 X X X X X X X X X X

8.5.0 X X X X X X X X X X

8.5.1 X X X X X X X X X X

8.5.2 X X X X X X X X X X

8.5.3 X X X X X X X X X X

8.5.4 X X X X X X X X X X

8.6.0 X X X X X X X X X X

8.6.1 X X X X X X X X X X

8.6.2 X X X X X X X X X X

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 90



日立 HDLMのマルチパス I/O設定

LifeKeeper V 7.0
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

(v7.0.0-
5以降 )

V 7.1

(v7.1.0-
8以降 )

V7.2

(v7.2.0-
10以
降 )

V 7.3

X(v7.3.0-
21以
降 )

V 7.4

X(v7.4.0-
63以
降 )

V 7.5

X X X X(v7.5.0-
3640以
降 )

v8.0

X X X X(v8.0.0-
510以
降 )

v8.1

X X X X(v8.1.1-
5620以
降 )

v8.1.2

X X X X X(v8.1.2-
5795以
降 )

v8.2.0

X X X X X(v8.2.0-
6213以
降 )
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

v8.2.1 X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

(v8.2.1-
6353以
降 )

v8.3.0

X X X X X X(v8.3.0-
6389以
降 )

v8.3.1

X X X X X X(v8.3.1-
6937以
降 )

v8.3.2

X X X X X X X X X(v8.3.2-
6405以
降 )

v8.4.0

X X X X X X X X X(v8.4.0-
6427以
降 )

v8.4.1

X X X X X X X X X(v8.4.1-
6449以
降 )

v9.0.0

X X X X X X X X X(v9.0.0-
6488以
降 )

v9.0.1

X X X X X X X X X(v9.0.1-
6492以
降 )

v9.0.2

X X X X X X X X X(v9.0.2-
6513以
降 )

v9.1.0

X X X X X X X X X(v9.1.0-
6538以
降 )
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

v9.1.1

X X X X X X X X X(v9.1.1-
6594以
降 )

v9.1.2

X X X X X X X X X X(v9.1.2-
6609以
降 )

v9.2.0

X X X X X X X X X X(v9.2.0-
6629以
降 )

v9.2.1

X X X X X X X X X X(v9.2.1-
6653以
降 )

v9.2.2

X X X X X X X X X X(v9.2.2-
6679以
降 )

v9.3

X X X X X X X X X X(v9.3.0-
6738以
降 )
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

HDLM
ARK 7.0.0-1
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

7.2.0-1 X X X X

8.1.1-
5620 X X X X

8.1.2-
5795 X X X X X

8.2.0-
6213 X X X X X

8.2.1-
6353 X X X X X X X X X

8.3.0-
6389 X X X X X X X X X

8.3.1-
6397 X X X X X X X X X

8.3.2-
6405 X X X X X X X X X

8.4.0-
6427 X X X X X X X X X

8.4.1-
6449 X X X X X X X X X

9.0.0-
6488 X X X X X X X X X

9.0.1-
6492 X X X X X X X X X

9.0.2-
6513 X X X X X X X X X

9.1.0-
6538 X X X X X X X X X

9.1.1-
6594 X X X X X X X X X

9.1.2-
6609 X X X X X X X X X X

9.2.0-
6629 X X X X X X X X X X

9.2.1-
6653 X X X X X X X X X X

9.2.2-
6679 X X X X X X X X X X

9.3.0-
6738 X X X X X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

X =サポートあり、空白 =サポートなし

RHEL7

7.0セ
キュリティ

フィックス

(*24)

7.1セキュリ

ティフィックス

(*25)

7.2セキュ

リティフィッ

クス(*26)

7.3
セ

キュ

リ

ティ

フィッ

クス

(*30)

7.4
セ

キュ

リ

ティ

フィッ

クス

(*32)

7.5
セ

キュ

リ

ティ

フィッ

クス

(*33)

x86/x86_64

HDLM

8.0.1 X X

8.1.0 X X

8.1.1 X X

8.1.2 X X

8.1.3 X X

8.1.4 X X

8.2.0 X X

8.2.1 X X

8.4.0 X X X

8.5.0 X X X

8.5.1 X X X X X

8.5.2 X X X X X

8.5.3 X X X X X

8.5.4 X X X X X

8.6.0 X X X X X

8.6.1 X X X X X X

8.6.2 X X X X X X
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日立 HDLMのマルチパス I/O設定

LifeKeeper

v9.0.0
(v9.0.0-
6488以
降 )

X X

v9.0.1
(v9.0.1-
6492以
降 )

X X

v9.0.2
(v9.0.2-
6513以
降 )

X X X

v9.1.0
(v9.1.0-
6538以
降 )

X X X

v9.1.1
(v9.1.1-
6594以
降 )

X X X X

v9.1.2
(v9.1.2-
6609以
降 )

X X X X

v9.2.0
(v9.2.0-
6629以
降 )

X X X X X

v9.2.1
(v9.2.1-
6653以
降 )

X X X X X

v9.2.2
(v9.2.2-
6679以
降 )

X X X X X

v9.3
(v9.3.0-
6738以
降 )

X X X X X X
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DeviceMapperのマルチパス I/O設定

HDLM
ARK

9.0.0-
6488 X X

9.0.1-
6492 X X

9.0.2-
6513 X X X

9.1.0-
6538 X X X

9.1.1-
6594 X X X X

9.1.2-
6609 X X X X

9.2.0-
6629 X X X X X

9.2.1-
6653 X X X X X

9.2.2-
6679 X X X X X

9.3.0-
6738 X X X X X X

X =サポートあり、空白 =サポートなし

(注 ): Lifekeeper v9.0.xでRHEL7.xを利用するには、Bug7205のパッチの適用が必要です。

(注 2):RHEL7/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5では、Rawデバイスを使用した構成は未サポートです。

Device Mapperのマルチパス I/O 設定

Device
Mapper
Multipathデ
バイスを使用

するアプリ

ケーションと

ファイルシステ

ムの保護

DeviceMapper Multipathデバイスを使用するアプリケーションやファイルシステムを LifeKeeper
によって設定し保護するには、DeviceMapper Multipath (DMMP) Recovery Kitをインストー

ルする必要があります。

DMMP Kitのインストール後は、1つ以上のマルチパスデバイスノードを使用するアプリケーショ

ン階層を作成するだけで、DMMP Kitが提供する新しいリソースタイプが自動的に組み込ま

れます。
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DeviceMapperのマルチパス I/O設定

マルチパスデ

バイスノード

DMMP Kitを使用するには、すべてのファイルシステムおよびRawデバイスをネイティブの

/dev/sd*デバイスノードではなく、マルチパスデバイスノード上にマウントまたは設定する必要

があります。ディスク全体を利用できるサポート対象のマルチパスデバイスノードは、 /dev/dm-
#、 /dev/mapper/<uuid>、 /dev/mapper/<user_friendly_name>および /dev/mpath/<uuid>で

す。ディスクのパーティションに対応するには、 /dev/mapperディレクトリに作成される各パーティ

ション用のデバイスノードを使用します。

SCSI-3
Persistent
Reservations
の使用

DeviceMapper Multipath Recovery Kitは、リザベーションタイプを「書き込み専用」とする

SCSI-3 Persistent Reservationsを使用します。この場合、クラスタのあるノードが予約したデ

バイスは、クラスタの他のノードから読み取り可能のままですが、他のノードからデバイスへの書

き込みはできなくなります。このことは、それらの他のノード上で進行中の読み取り専用アクセ

スのためにファイルシステムをマウントできるという意味ではないことに注意してください。

LifeKeeperでは、sg_persistユーティリティを使用してパーシステントリザベーションを発行、監

視します。必要であれば、LifeKeeperは sg_persist(8)ユーティリティをインストールします。

EMC Symmetrix (VMAXを含む)アレイをマルチパスソフトウェアおよびLifeKeeperと組み合わ

せて使用する場合は、SCSI-3 Persistent Reservationsを LUN単位で有効にする必要が

あります。これは、DMMP とPowerPathの両方に当てはまります。
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DeviceMapperのマルチパス I/O設定

ハードウェア

要件

DeviceMapper Multipath Kitは、EMC CLARiiON CX300、HP EVA 8000、HP MSA1500、
HP P2000、 IBM SAN VolumeController (SVC)、 IBM DS8100、 IBM DS6800、 IBM ESS、
DataCore SANsymphony、HDS 9980Vを使用して SIOS Technology Corp.によりテスト済

みです。DeviceMapper Multipathのサポートについては、ストレージベンダにお問い合わせくだ

さい。

CX300およびVNXシリーズでリザベーションのサポートを有効にするには、リザベーションに従う

ようにハードウェアハンドラに通知する必要があります。このアレイ用に

/etc/multipath.conf内に次のパラメータを設定してください。

hardware_handler 「3 emc 0 1」

HP MSA1500の場合、デフォルトのパスチェッカ (tur)とのリザベーションコンフリクトを返します。

これによりスタンバイノードは、すべてのパスを障害であると判定します。この状態を回避する

には、このアレイ用に /etc/multipath.conf内に次のパラメータを設定してください。

path_checker readsector0

HP 3PAR F400は、デフォルトのパスチェッカとのリザベーション競合を返します。この競合を回

避するには、このアレイ用に /etc/default/LifeKeeper内に次のパラメータを設定 (追
加 )してください。

DMMP_REGISTRATION_TYPE=hba

HDS 9980Vの場合、以下の設定が必要です。

l Host mode: 00

l System option: 254 (有効にする必要がある。すべてのサーバに影響を与えるグローバ

ルな HDS設定 )

l Device emulation: OPEN-V

HDSのDMMP設定の詳細については、HDS ドキュメンテーション「Suse Linux Device
Mapper Multipath for HDS Storage」または「RedHat Linux DeviceMapper Multipath for
HDS Storage」のv1.15以降を参照してください。このドキュメンテーションでは、互換性のあ

るmultipath.conf ファイルも提供しています。

ファームウェアバージョン 6以降を使用するEVAストレージでは、DMMP Recovery Kit v6.1.2-
3以降が必要です。これ以前のバージョンのDMMP Recovery Kitは、バージョン 6より前の

ファームウェアを使用するEVAストレージでサポートされています。

マルチパスソ

フトウェアの

要件

SUSEの場合、multipath-tools-0.4.5-0.14以降が必要です。

RedHatの場合、device-mapper-multipath-0.4.5-12.0.RHEL4以降が必要です。

ベンダが提供する最新のマルチパスツールの組み合わせを使用することを推奨します。このマ

ルチパス製品の機能と安定性は急速に向上しています。

Linuxディスト

リビューション

の要件

IBMなどの一部のストレージベンダは、現時点では SLES 11を使用するDMMPを認定して

いません。

SIOS Technology Corp.は、DMMP、SLES 11、EMC CLARiiONおよびSymmetrixアレイの

組み合わせで報告された問題を現在調査中です。
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LifeKeeper I-Oフェンシングの概要

一時的なパ

ス障害

DeviceMapper Multipathデバイスで I/Oテストを実行中に、サーバのリブートなどのSAN上

の操作によって一時的なパスの障害が報告されることは珍しくありません。ほとんどの場合、

結果として単に 1つのパスだけが障害となり他のパスは I/Oを送信するため、パフォーマンスへ

のわずかな影響以外に検出される障害はありません。ただし一部のケースでは、複数のパス

が障害として報告され、機能するパスがまったくない状態になることがあります。この状態で

は、ファイルシステムやデータベースなどのアプリケーションからは I/Oエラーが発生しているよう

に見えます。このような障害を排除する上で、DeviceMapper Multipathおよびベンダのサポー

トはこれまでに大きく改善されました。ただし、まだ問題が発生することはあります。このような

状況を回避するため、以下の措置を検討してください。

1. ディスクアレイベンダの手順に従ってマルチパス構成が正しく設定されていることを確認

します。

2. 「failback」機能の設定を確認します。この機能は、パスの障害および修復後にパスを

再度アクティブにするまでの時間を指定します。「immediate」に設定した場合、パスが

オンラインに戻るとすぐに使用を再開することを意味します。整数に設定した場合、パ

スがオンラインに戻ってから使用を再開するまでの秒数を意味します。10～ 15に設

定すると、一般的にSAN上のスラッシングを回避するのに十分な処理時間が得られ

ます。

3. 「no_path_retry」機能の設定を確認します。この機能は、すべてのパスに障害が発生

したときにDeviceMapper Multipathがやるべきことを指定します。10～ 15に設定す

ることを推奨します。この機能によって、すべてのパスに障害が起きた一時的なイベン

トを「乗り切る」方法が提供され、復旧に必要な妥当な時間を稼ぐことができます。

LifeKeeperのDMMP Kitはストレージへの I/Oを監視しており、4分以内に応答がな

かった場合、LifeKeeperはスタンバイサーバにリソースをスイッチオーバします。注記 :簡
単には削除できない I/Oが発生するため、LifeKeeperでは「no_path_retry」設定を

「queue」に設定することは推奨されません。それらを削除するためのメカニズムは、新し

いバージョンのDMに含まれており、デバイスの設定を次のように変更できます。

/sbin/dmsetup message -u 'DMid' 0 fail_if_no_path

これによって no_path_retryの設定が一時的に「fail」に変更され、未処理の I/Oがす

べて失敗します。ただし、multipathdは、no_path_retryをいつでもデフォルトにリセット

できます。失敗した I/Oを消去するために設定が fail_if_no_pathに変更されたとき

は、デバイスにアクセスする前に (手動または LifeKeeperによって)設定をデフォルトに

リセットする必要があります。

「no_path_retry」が「queue」に設定されていて障害が発生した場合、LifeKeeperはリ

ソースをスタンバイサーバにスイッチオーバします。ただし、LifeKeeperは失敗した I/Oを

削除しません。この I/Oを消去するための推奨の方法はリブートですが、上記の

dmsetupコマンドを使用して管理者が消去することもできます。 I/Oを消去しておかな

いと、他方のサーバでリソースがサービス休止状態になってロックを解放した場合にこ

の「古い」I/Oが発行される事態になってデータの破損が発生します。

LifeKeeper I-O フェンシングの概要

I/Oフェンシングは、障害ノードをデータから切り離すことにより、共有ストレージへの非協調的なアクセスを防止

する機能です。複数のサーバが同じデータにアクセスできる環境では、データの破損を防ぐためにすべての書き
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SCSI リザベーション

込みを制御された方法で行うことが不可欠です。障害検知メカニズムが破綻した場合、この破綻によってノー

ド障害に似た状況になるため問題が発生します。例えば、2ノードクラスタで 2つのノード間の接続に障害が

発生した場合、各ノードは相手側に障害が発生したと「思い込む」ため、両方のノードがデータに対する制御

を獲得しようと試みてデータの破損につながります。 I/Oフェンシングは、特定のノードからのデータアクセスをブロッ

クすることによりこのデータ破損のリスクを排除します。

なお、DataKeeper構成では、DataKeeper構成での I/Oフェンシングを参照して下さい。

SCSI リザベーション

SCSI リザベーションを利用したストレージフェンシング

LifeKeeper for Linuxは、リソースフェンシングとノードフェンシングの両方をサポートしますが、主要なフェンシング

メカニズムは、SCSI リザベーションによるストレージフェンシングです。共有ストレージに対する最高レベルのデータ

保護を提供するこのフェンシングを使用すると、非常に粒度の高い LUNレベルのロックによって最大限の柔軟

性と最大限のセキュリティが可能になります。このアーキテクチャでベースとなる共有リソース (LUN)は、プライマリ

quorumデバイスです。 quorumは、共有ストレージに対する排他的なアクセスと定義できます。つまり、この共

有ストレージは 1度に 1台のサーバからしかアクセスできません。 quorum (排他的アクセス)を持つサーバは、「プ

ライマリ」の役割を持ちます。 quorumの確立 (排他的アクセスをどのサーバに与えるか)は、「quorumデバイス」

によって行われます。

上述の通り、リザベーションが有効の場合、quorumデバイスはその共有リソースです。共有リソースは、共有リ

ソースに対するリザベーションを持つサーバを判断して quorumを確立します。これにより、ある 1つのサーバがそ

のLUNにアクセスできる限り、クラスタは実質的には単一のサーバで運用されることになります。
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I/Oフェンシングのための代替方式

SCSI リザベーションは、共有のユーザデータを保護し、LifeKeeperが指定するシステムのみデータを変更できる

ようにします。クラスタ内外の他のシステムがそのデータを変更することは許可されません。さらにSCSI リザベー

ションによって、クラスタ内の複数のサーバで障害が起きた場合に、LifeKeeper保護下のアプリケーションは共有

のユーザデータに安全にアクセスできます。サーバの多数派 quorumは必要ありません。唯一の要件は、共有

データの所有権の帰属が確立していることです。

quorum/witness機能を追加すると、 quorumのメンバーシップを確立することができます。このメンバーシップがな

い場合、スプリットブレインの状況で複数のサーバ (場合によっては全サーバ)がお互いを終了させることも考えら

れます。リザベーションが有効になっている構成にWatchdogを追加すると、部分的にサーバがハングしている状

態からリカバリするメカニズムが提供されます。ハングしたサーバがLifeKeeperに検出されないような場合に、

Watchdogはリカバリを開始します。また、サーバがハングしてさらにリザベーションが奪われた場合に、Watchdog
はそのサーバをリブートしてリカバリを開始することができます。

I/O フェンシングのための代替方式

SCSI リザベーションを利用したリソースフェンシングに加えて、LifeKeeper for Linuxはリザベーションの無効化も

サポートします。リザベーションが有効か無効にかかわらず、以下の2つの点に注意すべきです。

l ストレージへのアクセスは LifeKeeperが制御する必要があります。

l ストレージへの意図しないアクセス (ファイルシステムのマウント、手動の fsckなど)が発生しないように細

心の注意を払う必要があります。

以上の2つのルールを順守してリザベーションを有効にすると、LifeKeeperはたいていのエラーを防止できます。

リザベーションが (単独で)無効になった状態は、保護がない状態です。したがって、この保護を実現するには、

他の選択肢を検討する必要があります。以降のセクションでは、SCSI リザベーションなしでも LifeKeeperで非

常に信頼性の高い構成を実現できる各種のフェンシングオプションと代替方式を説明します。

リザベーションの無効化

リザベーションを使用すると、共有ストレージに対する最高レベルのデータ保護が可能になりますが、場合によっ

ては、リザベーションを使用できずLifeKeeper内で無効にしなければならないことがあります。リザベーションを無

効にすると、複数のシステムが意図的または意図せずにストレージにアクセスしようとする場合にストレージが調

停役として動作することがなくなります。

そのため、システムハング、システムビジー、またはサーバが停止したように見えるあらゆる状況に対応できるよう

に、クラスタメンバーシップによってストレージをフェンシングする別の方法を採用することを検討する必要がありま

す。

リザベーションがなくても信頼性の高い構成を実現する鍵は、フェイルオーバが発生したとき、「他の」サーバの電

源がオフになったこと、または電源が再投入されたことを「知る」ことです。この要件を満たすために利用可能な

フェンシングオプションは 4つあり、これらは SCSI リザベーションなしでも LifeKeeperで非常に信頼性の高い構

成を実現できます。オプションは以下の通りです。

l STONITH (Shoot the Other Node in the Head) (高信頼性のインターコネクト、すなわちサーバと

STONITHデバイスとの間のシリアル接続を使用 ) - STONITHは、サーバがクラスタの一部とみなされなく

なったときに、そのサーバを物理的に停止させたり、電源を切断したりする技術です。LifeKeeperフェイル

オーバのイベント時にサーバの電源を切断する機能をサポートしています。これにより共有データへの安

全なアクセスを保証します。このオプションはリザベーションと同様の信頼性を提供できますが、利用でき

るのは物理的に同じ場所に配置された 2つのノードに限定されます。
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非共有ストレージ

l Quorum/Witness - Quorum/Witnessサーバは、特にクラスタサーバが異なる場所に配置されている場合

に、クラスタ内でのメンバーシップを確認するために使用されます。このオプションはスプリットブレインに対

応できるもののシステムハングに対応できないため、単独での使用は推奨されません。

l Watchdog -Watchdogは、サーバーの状態を監視します。問題が検出されると、問題のあるサーバは再

起動または電源を切断されます。このオプションではサーバーのハングからのリカバリはできますが、スプリッ

トブレインには対応できません。したがって、このオプションもまた単独での使用は推奨されません。

l CONFIRM_SO -このオプションでは自動フェイルオーバを無効にする必要があります。そのため、信頼性

が非常に高い (管理者のスキルによって異なります)一方で、可用性はあまり高くありません。

これらの代替フェンシング方式はどれも単独では十分とは言えませんが、組み合わせて使用することで非常に

信頼性の高い構成を実現できます。

非共有ストレージ

非共有ストレージ環境で LifeKeeperを使用する計画の場合、共有ストレージに存在するデータ破損のリスク

は問題にならないため、リザベーションは不要です。ただし、データの部分的または完全な再同期およびマージ

が必要な場合があります。信頼性と可用性を最適化するには、非共有ストレージでも上記のオプションを検討

する必要があります。

注記 :各オプションの信頼性と可用性の比較の詳細については、 I/Oフェンシング比較表 を参照してください。

完全なデータ保護を実現するオプションはないことを理解することは重要です。ただし、以下のように組み合わ

せるとリザベーションとほぼ同等レベルの保護を実現できます。

リザベーションを使用しない I/O フェンシングの設定

ノードフェンシングをサポートするクラスタを構成するには以下の手順を実行します。

1. LifeKeeperを停止します。

2. LifeKeeper内でのSCSI リザベーションの使用を無効にします。無効にするには、クラスタのすべてのノー

ドで LifeKeeperのデフォルトファイル /etc/default/LifeKeeperを編集します。Reservations変数を追加ま

たは修正して「none」にします (RESERVATIONS=”none”)。このオプションはリザベーションを利用できな

い場合のみ使用することに注意してください。

3. I/Oフェンシングを提供するSTONITHデバイスを用意して設定します。この設定では、STONITHデバイ

スが reboot コマンドではなく、poweroff コマンドをシステムに対して実行するようにします。LifeKeeperの
通信が何らかの理由で中断したとき、手動操作によって同時に両ノード上のデバイス階層を In
Serviceの状態にしないように注意してください。

4. 必要に応じて、quorum/witnessサーバを用意して設定します。quorum/witnessサーバを設定、使用す

る詳細な手順と情報については、Quorum/Witness Server Support Package トピックを参照してくださ

い。

注記 :サイトの障害時に最良の保護機能を提供するため、quorum/witnessサーバはクラスタ内の別

サーバから離れた場所にある必要があります。

5. 必要に応じて、Watchdogを設定します。詳細については、 Watchdog トピックを参照してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 106



I/Oフェンシング表

I/O フェンシング表

スプリットブレイン ハングしたサーバ

Reservationsオン

単体

Quorum/Witness

Watchdog

Watchdog & Quorum/Witness

STONITH(シリアル)

Reservationsオフ

なし

STONITH (シリアル)

CONFIRM_SO*

Quorum/Witness

Watchdog

非共有ストレージ

デフォルトの機能

Quorum/Witness

CONFIRM_SO*

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 107



I/Oフェンシング表

Watchdog

STONITH (シリアル)

Watchdog & STONITH

信頼性最大 信頼性最小

* CONFIRM_SOは信頼性が高いが(管理者の知識による)、自動フェイルオーバがオフになっているという事

実により可用性が低い。
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Quorum/Witness

Quorum/Witness

Quorum/Witness Server Support Package for LifeKeeper

機能の概要

LifeKeeper Coreの既存のフェイルオーバープロセスにQuorum/Witness Server Support Package for LifeKeeper
( steeleye-lkQWK、以下 Quorum/Witnessパッケージ)を組み合わせることにより、ネットワーク全体にわたる障

害の恐れがある環境において、より高い信頼度でシステムフェイルオーバーを実行できます。つまり、「スプリットブ

レイン」の発生リスクを大幅に軽減しながら、ローカルサイトのフェイルオーバーとWAN越しのノードへのフェイル

オーバーを実行することができます。

ネットワーク分断を考慮した分散システムにおいて、クラスター全体での合意を得るためにQuorumと呼ばれる

概念があります。Quorumを持っているノードはクラスター全体での合意が得られるノードであり、リソースを起動

することが許可されます。一方、Quorumを持っていないノードはクラスター全体での合意が得られないノードで、

リソースを起動することは許可されません。これにより、スプリットブレインを抑止します。そして、このQuorumを

持っているかどうかを確認することをQuorumチェックと呼び、Quorumを持っている場合をQuorumチェック成

功、Quorumを持っていない場合をQuorumチェック失敗と表現します。

通信障害が発生した時、障害が発生したノードと別の１台以上のノード (もしくは他のデバイス)を使って障害

ノードのステータスについて「セカンドオピニオン」を取得することができます。このセカンドオピニオンを得るために使

用されるノードをWitness ノード (もしくはWitnessデバイス)と呼びます。また、このセカンドオピニオンを得ること

をWitnessチェックと呼びます。フェイルオーバー先となることができるノードは、Witness ノード ( Witnessデバイ

ス)が障害となったノードのステータスに関して同じ意見である場合のみ、リソース起動が許可されます。これに

より、ノード間で発生する単純な通信障害から発生するフェイルオーバーを回避し、全体のアクセスや、パフォー

マンス、サービス中のノードに影響を与えないようにします。実際の運用では、LifeKeeperが起動した時やコミュ

ニケーションパスが復旧した時にも、Witness ノード ( Witnessデバイス)に問い合わせを行います。なお、

Witnessチェックを行うのは、Quorumを持っていることが前提です。

パッケージのインストールと設定

Quorum/Witness機能を利用するクラスターに参加するすべてのノード ( Witness専用ノードを含む)に
Quorum/Witnessパッケージをインストールする必要があります。Witness ノードに必要な唯一の設定は、適切

なコミュニケーションパスを作成することです。Quorumモードを tcp_remoteで使用する場合、

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルのQUORUM_HOSTSに設定したホストには LifeKeeperをインス

トールする必要はありません。

Quorum/Witness機能をセットアップする一般的なプロセスには以下の手順が含まれます。
1. サーバーをセットアップし、他のサーバーとネットワーク通信ができることを確認します。

2. サーバーに LifeKeeperをインストールします。その際、setupコマンドで「UseQuorum / Witness
functions」を有効にして、Quorum/Witnessパッケージもインストールしてください。

3. Witness専用ノードを含め、すべてのノード間でコミュニケーションパスを作成します。

4. Quorum/Witnessの設定を行います。
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設定可能なコンポーネント

上記の手順が完了すると、そのクラスターではQuorum/Witness機能が動作するようになり、フェイルオーバーが

許可される前に、QuorumチェックおよびWitnessチェックが行われます。

詳細な設定オプションについては、下の「設定可能なコンポーネント」セクションを参照してください。

注記 :Quorum/Witnessパッケージをインストールしたノードであれば、Quorum/Witness機能のクラスターに参

加できます。Witness専用ノードとは、保護対象のリソースを持たず、他のすべてのノードとコミュニケーションパ

スが設定されているノードのことを指しています。

設定可能なコンポーネント

Quorum/Witnessパッケージでは、QuorumモードとWitnessモードの２つのモードを設定できます。デフォルトで

は、Quorum/Witnessパッケージをインストールすると、QuorumモードとWitnessモードの両方のモードが有効に

なります。

これらのモードの動作は、/etc/default/LifeKeeper設定ファイルでカスタマイズすることが可能です。

QuorumモードとWitnessモードを個別に調整することもできます。パッケージがインストールされると設定ファイル

にはデフォルト設定が書き込まれ、majorityがデフォルトのQuorumモードに、remote_verifyがデフォルトの

Witnessモードになります。以下はその例です。
QUORUM_MODE=majority
WITNESS_MODE=remote_verify
使用可能な Quorum モード

Quorumチェックのモードとして、次の４種類のモードが用意されています。これらは、

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルのQUORUM_MODEで設定できます。
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使用可能な Quorumモード

QUORUM_MODE 説明

majority
(デフォルト )

コミュニ

ケーショ

ンパスを

通じて

疎通確

認を行

い、

Quorum
チェック

を行い

ます。ク

ラスター

内の過

半数の

ノードと

疎通が

できるこ

とで、

Quorum
チェック

成功と

判断し

ます。

本モー

ドは３

ノード以

上のクラ

スターで

動作可

能で

す。２

ノード構

成の場

合は、

Witness
専用の

ノードを

追加す

る必要

がありま

す。 詳

細は

「

majority
モード」

を参照
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使用可能な Quorumモード

QUORUM_MODE 説明

してくだ

さい。
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使用可能な Quorumモード

QUORUM_MODE 説明

tcp_remote

コミュニ

ケーショ

ンパスか

ら独立

したホス

トに対し

て、指

定され

たポート

上の

TCP/IP
サービス

に接続

確認を

行い、

Quorum
チェック

を行い

ます。指

定され

たホスト

の過半

数に接

続でき

ること

で、

Quorum
チェック

成功と

判断し

ます。

別途、

接続確

認用の

ホストが

必要で

す。 詳

細は

「tcp_
remote
モード」

を参照

してくだ

さい。
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使用可能な Quorumモード

QUORUM_MODE 説明

storage

共有ス

トレージ

を

Witness
デバイス

として用

いる

Quorum
モードで

す。クラ

スター内

のすべて

のノード

からアク

セスでき

る共有

ストレー

ジを用

いた合

意シス

テムで、

共有ス

トレージ

を介し

てノード

の情報

交換を

行いま

す。共

有スト

レージに

アクセス

できるこ

とで、

Quorum
チェック

成功と

判断し

ます。

本モー

ドは２

ノードの

クラス

ターから
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使用可能な Quorumモード

QUORUM_MODE 説明

動作可

能で、

最大４

ノードま

でサポー

トされま

す。別

途、共

有スト

レージが

必要で

す。 詳

細は

「

storage
モード」

を参照

してくだ

さい。

なお、

Quorum
モードに

storage
を選ん

だ場

合、後

述の

Witness
モードも

storage
を選択

しなけ

ればなり

ません。
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使用可能な Witnessモード

QUORUM_MODE 説明

none/off

Quorum
チェック

が無効

になって

います。

この設

定で

は、常

に

Quorum
チェック

成功と

判断さ

れます。

使用可能な Witnessモード

Witnessチェックのモードとして、次の３種類のモードが用意されています。これらは、

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルのWITNESS_MODEで設定できます。
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使用可能な Witnessモード

WITNESS_MODE 説明

remote_verify
(デフォルト )

クラス

ター内

の他の

すべての

ノードに

対して

障害が

疑われ

るノード

のステー

タスに関

する意

見を求

めます。

１つの

ノードで

も障害

なしと判

断した

場合

は、

Witness
チェック

の結果

は障害

なしと判

断しま

す。すべ

てのノー

ドが障

害と判

断した

場合

は、

Witness
チェック

の結果

は障害

が発生

している

と判断

します。
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使用可能な Witnessモード

WITNESS_MODE 説明

storage

共有ス

トレージ

を

Witness
デバイス

として用

いる

Witness
モードで

す。共

有スト

レージに

書き込

まれた

情報を

定期的

に確認

し、更

新され

ていれ

ば障害

なし、

更新が

止まれ

ば障害

が発生

している

と判断

します。

詳細は

「

storage
モード」

を参照

してくだ

さい。

なお、

Witness
モードに

storage
を選ん

だ場

合、先

述の

Quorum
モードも
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使用可能な QuorumモードとWitnessモードの組み合わせ

WITNESS_MODE 説明

storage
を選択

しなけ

ればなり

ません。

none/off

Witness
チェック

が無効

になって

います。

この設

定で

は、常

に障害

が発生

している

と判断

されま

す。

注記 :リソースを持たないWitness専用ノードはWitnessチェックを実行する必要がありません。そのため、その

ようなノードではWitnessモードを none/offに設定する必要があります。

使用可能な Quorum モードとWitnessモードの組み合わせ

以下の表の組み合わせが可能です。

QUORUM_MODE

majority tcp_remote storage none/off

WITNESS_MODE

remote_verify 利用可能

３ノード以上

利用可能

３ノード以上
利用不可

利用可能

３ノード以上

storage 利用不可 利用不可

利用可能

２ノード以上

４ノード以下

利用不可

none/off 利用可能

３ノード以上

利用可能

２ノード以上
利用不可 利用可能

Quorum を喪失したときに利用可能なアクション

Quorum/Witnessパッケージでは、Quorumを喪失したときにシステムがどのように応答すべきかについて３種類

のオプションを提供しています。“fastboot”、“fastkill”および “osu”です。これらのオプションは、

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルのQUORUM_LOSS_ACTION設定によって選択できます。３つの

オプションはすべてそのシステムのリソースをサービス休止状態にしますが、それぞれ異なる動作をします。
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Quorumを喪失したときに利用可能なアクション

オプション 説明

fastboot

(コミュニ

ケーションパ

スの障害に

より)
Quorumの

喪失が検

出されると、

システムは

直ちにリブー

トします。こ

れは過激な

方法です

が、確実に

システムを

外部のリ

ソースから

素早く切り

離すことがで

きます。スト

レージレベル

のレプリケー

ションなど、

多くの場合

にリソースを

このように即

座にリリース

することが望

まれます。 こ

のオプション

には、以下

の2つの重

要な注意

点がありま

す。
1. シス

テム

は、

最初

に

シャッ

トダ

ウン

手順

を実

行す
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Quorumを喪失したときに利用可能なアクション

オプション 説明

ること

なく

直ち

に

ハー

ドリ

ブー

トを

実行

しま

す。

(ディ

スク

の同

期な

どの)
シャッ

トダ

ウン

タス

クは

一切

実行

され

ませ

ん。

2. シス

テム

は、

スト

レー

ジと

のネ

ゴシ

エー

ション

やリ

ソー

スへ

のア

クセ

スな

どを

含む

通常
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Quorumを喪失したときに利用可能なアクション

オプション 説明

の起

動

ルー

チン

を実

行し

なが

ら復

帰し

ま

す。
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Quorumを喪失したときに利用可能なアクション

オプション 説明

fastkill
(デフォルト )

fastbootオ
プションに非

常に似てい

ますが、シス

テムは

Quorumを

喪失したと

きにハードリ

ブートするの

ではなく、直

ちに停止し

ます。

fastbootオ
プションと同

様に(ディス

クの同期な

どの)シャット

ダウンタスク

は一切実

行されませ

ん。システム

は手動で起

動する必要

があります。

その後シス

テムは、スト

レージとのネ

ゴシエーショ

ンやリソース

へのアクセス

などを含む

通常の起

動ルーチン

を実行しな

がら復帰し

ます。
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majorityモード

オプション 説明

osu

最も穏健な

オプションで

す。Quorum
を喪失した

システムはそ

のまま稼働

しますが、シ

ステム上のリ

ソースは

サービス休

止状態にさ

れます。一

部のクラス

ター構成で

はこの方法

で十分です

が、他のクラ

スター構成

では保護能

力不足だっ

たり応答が

遅すぎる場

合がありま

す。

majority モード

コミュニケーションパスを通じて疎通確認を行い、Quorumチェックを行います。クラスター内の過半数のノードと

疎通ができることで、Quorumチェック成功と判断します。

本モードは３ノード以上のクラスターで動作可能です。２ノード構成の場合は、Witness専用のノードを追加

する必要があります。

注記 :多数決ベースのため、クラスターを構成するノード数は奇数にすることを推奨します。

majorityモードの設定

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルで QUORUM_MODEの設定をmajorityに設定してください。本モー

ドでは、他の設定はありません。

majorityモードで使用可能な Witnessモード

本モードでは以下のWitnessモードを使用できます。各モードの詳細は「使用可能な Witnessモード」を参照

してください。
l remote_verify

l none/off

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 124



majorityモードの期待される動作 (標準の設定を仮定 )

majorityモードの期待される動作 (標準の設定を仮定 )
ノード A(リソースはサービス状態 )、ノード B(リソースは待機状態 )、そしてノード W(保護対象のリソースを

持っていないWitness専用ノード )の３ノード構成のクラスターの振る舞いについて示します。

なお、ノード障害に関するリソースの状態を変更し得るイベントは以下の３つです。
l COMM_DOWN イベント

ノード間のコミュニケーションパスが全て切断した時に呼び出されるイベント。

l COMM_UPイベント

COMM_DOWN状態からコミュニケーションパスが復旧した際に呼び出されるイベント。

l LCM_AVAILイベント

LCMの初期化が終わった時に呼び出されるイベントで、LifeKeeper起動時に１度だけ呼び出される。

起動時に他のノードとコミュニケーションパス通信ができる場合は、必ずCOMM_UPイベントの処理より

前に LCM_AVAILイベントの処理が行われる。

シナリオ１

ノード A とノード B の間のコミュニケーションパス通信に障害が発生
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シナリオ２

この場合、以下のように動作します。
1. ノード A とノード Bは、COMM_DOWN イベントの処理を開始します。ただし、全く同時とは限りません。

2. 両方のノードはQuorumチェックを実行し、両方共自身がQuorumを持っていると判断します(ノード A
とノード Bの両方からノード Wが見えているため、既知の３ノードのうちの２ノードと疎通があるため多数

派にいると判断します)。

3. 各ノードは、まだ通信可能な別のノードに対し、自ノードと通信できなくなったノードの状態について問

い合わせ( Witnessチェック)を行います。このシナリオでは、ノード Aがノード Bのステータスについてノード

Wに問い合わせ、ノード Bがノード Aのステータスについてノード Wに問い合わせることになります。

4. ノード A とノード Bは共にノード Wへの問い合わせによって他方のノードがまだ生存していると判断し、

フェイルオーバー処理は発生しません。リソースはノード Aでサービス状態のままになります。

シナリオ２

ノード A とノード W の間のコミュニケーションパス通信に障害が発生

Quorum/Witnessパッケージがインストールされていると、すべてのノードがWitness ノードとして動作するため、こ

のシナリオは前のシナリオと同じになります。この場合、ノード A とノード Wは共にノード Bへ問い合わせを行

い、それにより他方のノードがまだ生存していると判断します。

シナリオ３

ノード A に障害が発生してノード A が停止

この場合、ノード Bは以下の動作をします。
1. ノード A とのCOMM_DOWN イベントの処理を開始します。

2. ノード W と通信が可能であるので、Quorumを持っていると判断します。

3. ノード Aが見えないことをノード Wに確認した後、通常のフェイルオーバー処理を開始します。

4. これにより保護対象のリソースはノード Bでサービス中になります。

リソースがノード B でサービス中に、他のノードと通信可能な状態でノード A のサーバーが電源 ON

この場合、ノード Aは LCM_AVAILイベントを処理します。ノード Aは、Quorumを持っていると判断し、ノード

Bでリソースがサービス中のためリソースを起動させません。

また、その直後に、ノード A とノード B、ノード A とノード W とのCOMM_UPイベントが各ノードで発生しします

(ノード Aでは２回発生する)。各ノードのCOMM_UPイベントの処理では、Quorumを持っていると判断し、ま

たノード Bでリソースがサービス中のためリソースは起動させません。

リソースがノード B でサービス中に、他のノードと通信不能な状態でノード A のサーバーが電源ON

この場合、ノード Aは LCM_AVAILイベントを処理し、ノード B とノード Wはノード A と通信できないので何も

しません。ノード Aは、３ノードのうちの１ノード (自分自身 )としか通信できないためQuorumを持っていないと

判断します。Quorumを持っていないため、ノード Aはリソースを起動させません。

シナリオ４

ノード A のネットワークに障害が発生 (ノード A は稼働しているが、他のノードと通信不能 )
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tcp_remoteモード

この場合、ノード Aは以下の動作をします。
1. ノード B とのCOMM_DOWN イベント、の処理を開始します(ほぼ同時に、ノード W とのCOMM_

DOWN イベントの処理も開始されます)。

2. ノード B ともノード W とも通信ができないため、Quorumにを持っていないと判断します。

3. 直ちに強制停止します( QUORUM_LOSS_ACTIONのデフォルト「fastkill」の振る舞い)。

また、ノード Bは以下の動作をします。
1. ノード A とのCOMM_DOWN イベントの処理を開始します。

2. ノード W とまだ通信が可能であるため、Quorumを持っていると判断します。

3. ノード Aが見えないことをノード Wに確認 ( Witnessチェック)した後、通常のフェイルオーバー動作を開

始します。

4. これにより保護対象のリソースはノード Bでサービス中になります。

リソースがノード B でサービス中に、ノード A の通信が回復

この場合、ノード Bは、 COMM_UPイベントを処理し、Quorumを持っている(３ノードすべてが見える)ことと、

サービス中のリソースを持っていることを判断します。ノード Aは、COMM_UPイベントを処理し、Quorumを持っ

ていることと、リソースが別のノードでサービス中であることを判断します。この時点では、ノード Aはリソースを起

動させません。

tcp_remote モード

コミュニケーションパスから独立したホストに対して、指定されたポート上のTCP/IPサービスに接続確認を行

い、Quorumチェックを行います。指定されたホストの過半数に接続できることで、Quorumチェック成功と判断し

ます。

本モードは２ノードのクラスターでも動作可能です。ただし、Witnessモードを remote_verifyで使用する場合は

３ノード必要になります。また、別途、接続確認用のホストが必要です。

注記 :多数決ベースのため、指定するホスト数は奇数にすることを推奨します。

注記 :このモードは本質的に柔軟性と複雑さを備えるため、使用するには、LifeKeeperおよび関連する特定の

ネットワーク／クラスター設定の両方に対する十分な理解と注意が必要です。

tcp_remoteモードの設定

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルで QUORUM_MODEの設定を tcp_remoteに設定してください。ま

た、他に以下の設定があります。詳細は「Quorumパラメータ一覧」を参照してください。
l QUORUM_HOSTS

l QUORUM_TIMEOUT_SECS

tcp_remoteモードで使用可能な Witnessモード

本モードでは以下のWitnessモードを使用できます。各モードの詳細は「使用可能な Witnessモード」を参照

してください。
l remote_verify

l none/off
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storageモード

storage モード

クラスター内のすべてのノードからアクセスできる共有ストレージを用いた合意システムで、共有ストレージを介し

てノードの情報交換を行います。各ノードは自ノード情報を定期的に共有ストレージに書き込み、また定期

的に他ノードが書き込んだノード情報を読み込みます。この共有ストレージに書き込まれたノード情報をQWK
オブジェクトと呼びます。QWKオブジェクトはクラスターを構成するノード数だけ必要です。

Quorumチェックでは、共有ストレージにアクセスできることでQuorumチェック成功と判断します。また、Witness
チェックでは、障害が疑われるノードのQWKオブジェクトを確認し、一定期間内に更新されていると障害なし、

更新が止まっていれば障害が発生していると判断します。なお、実装上は、Quorumチェック時にWitness
チェックも実施しています。

なお、Quorumモードに storageを選んだ場合、後述のWitnessモードも storageを選択しなければなりませ

ん。

本モードは２ノードのクラスターから動作可能で、最大４ノードまでサポートされます。別途、クラスターを構成す

るノード数分のQWKオブジェクトを格納するための共有ストレージが必要です。なお共有ストレージにアクセス

できなくなると、リソースの起動に影響します。すべてのノードから常時アクセス可能な共有ストレージを選定し

てください。

注記 :共有ストレージは各ノードからアクセス可能なストレージのことです。この共有ストレージは

Quorum/Witness機能専用であり、LifeKeeperがリソースとして保護することはできません。

注記 :本モードを利用するには、設定後に初期化が必要です(後述の「storageモードの使用手順」参照 )。
また、初期化後にクラスター内のノードの追加・削除や設定の変更を行う場合は、再初期化が必要です。

注記 :クラスター内に”-”と”.”だけ異なるホスト名のノードが存在する場合 (例：lifekeeper-siosとlifekeeper.sios)、
本モードを利用することができません。本モードを利用する場合はホスト名を変更してください。

利用可能な共有ストレージ

Quorum/Witness機能の目的であるスプリットブレイン回避を確実なものにするために、Quorum分割 (例：ノー

ド AのQWKオブジェクトにアクセス可能であるが、ノード BのQWKオブジェクトにアクセス不能 )が発生しない

構成としなければなりません。そのため、クラスター内のすべてのQWKオブジェクトが同一共有ストレージ上の同

一種のブロックデバイス・レギュラーファイル・S3オブジェクトに配置されていることを条件とします。

利用可能な共有ストレージは以下の通りです。 /etc/default/LifeKeeper設定ファイルのQWK_STORAGE_
TYPEで指定します。
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利用可能な共有ストレージ

QWK_STORAGE_TYPE QWK オブジェクトの配置場所

block

共有ストレージに物理ストレージやRDM(物理

互換 )、 iSCSI( VM内イニシエーター)を使う場

合、１つのQWKオブジェクトは以下のいずれかに

配置してください。

(a) 1 QWK オブジェクト = 1パー

ティション

(b) 1 QWK オブジェクト = 1 LU

(a)の場合、複数のホストが１つのLUに書き込

みを行いますので、パーティションのLU内のオフ

セットは 4K(ストレージ装置のセクターサイズ)で
アラインしてください。また、他用途のパーティショ

ンを混在させないでください。

(b)の場合、LU内部にパーティションは作成し

ないでください。

また、(a)と (b)いずれの場合も、ファイルシステム

を作成する必要はありません。
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利用可能な共有ストレージ

QWK_STORAGE_TYPE QWK オブジェクトの配置場所

共有ストレージにVMDKを使う場合、１つの

QWKオブジェクトは以下に配置してください。

1 QWK オブジェクト = 1 VMDK

パーティションは作成しないでください。また、ファ

イルシステムを作成する必要はありません。

VMDKのプロビジョニングオプションは以下の通り

設定してください。

thick (eager zeroed)
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利用可能な共有ストレージ

QWK_STORAGE_TYPE QWK オブジェクトの配置場所

file

共有ストレージにNFSを使う場合、１つのQWK
オブジェクトは以下に配置してください。

1 QWK オブジェクト = NFS ファイ

ルシステム内の 1 レギュラーファイ

ル

NFSサーバーのexportオプションは以下の通り

設定してください。

rw,no_root_squash,sync,no_
wdelay

NFSのmountオプションは以下の通り設定してく

ださい。

soft,timeo=20,retrans=1,intr,noac

OS再起動後、自動でマウントするように

/etc/fstab等の設定を行ってください。
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利用可能な共有ストレージ

QWK_STORAGE_TYPE QWK オブジェクトの配置場所

aws_s3

共有ストレージにAmazon Simple Storage
Service (S3)を使う場合、１つのQWKオブジェク

トは以下に配置してください。

1 QWK オブジェクト = 1 S3オブ

ジェクト

LifeKeeperが動作しているインスタンスのリージョ

ンと別のリージョンのS3を利用してください。ま

た、S3のデータ整合性モデルから、QWKオブ

ジェクト更新直後に読み込むと古いデータを読

み込む可能性があります。そのため、S3を使用

する場合だけ、１つのノードに異なるリージョンの

２つのQWKオブジェクトを指定することが可能で

す。

クラスターを構成するすべてのノードで以下の要

件を満たしている必要があります。
l AWS Command Line Interface (AWS
CLI)がインストールされていて、rootユー

ザで使用可能であること。インストール方

法は、「AWS Command Line Interface
のインストール」を参照してください。

l Amazon S3におけるエンドポイント ( AWS
のリージョンとエンドポイント )にプロトコル

HTTPおよびHTTPSを使用してアクセス

できること。

l EC2の IAMロールやAWS CLIの設定を

適切に行い、rootユーザからS3オブジェ

クトにアクセスできること。

注記 :設定ファイル

/etc/default/LifeKeeperのパラメーター

PATHにAWS CLI実行ファイルのパスが設定さ

れていない場合、PATHにAWS CLI実行ファ

イルのパスを追加してください。

1QWKオブジェクトのサイズは4096バイトです。

自ノード QWKオブジェクトに対しては read / writeを行います。他ノードのQWKオブジェクトに対しては readの
み行います。適切にアクセス権限を設定してください( Persistent Reservationなどのアクセス権制限を伴う場

合は要注意 )。

注記 : vSphereの4KネイティブディスクはQWKオブジェクトの共有ストレージとして利用することはできません。
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storageモードの設定

storageモードの設定

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルで QUORUM_MODEとWITNESS_MODEの設定を storageに設定

してください。また、他に以下の設定があります。詳細は「Quorumパラメータ一覧」を参照してください。
l QWK_STORAGE_TYPE

l QWK_STORAGE_HBEATTIME

l QWK_STORAGE_NUMHBEATS

l QWK_STORAGE_OBJECT_<ホスト名>

l HTTP_PROXY, HTTPS_PROXY, NO_PROXY

storageモードの使用手順

本モードで使用する場合は、初期化が必要です。以下の手順に従って初期化してください。
1. クラスターを構成するすべてのサーバーをセットアップして、他のサーバーとネットワーク通信ができることを

確認します。

2. クラスターを構成するすべてのサーバーに LifeKeeperをインストールします。その際、setupコマンドで

「UseQuorum / Witness functions」を有効にして、Quorum/Witnessパッケージもインストールしてくださ

い。

3. すべてのノード間にコミュニケーションパスを作成します。

4. すべてのノードで /etc/default/LifeKeeper設定ファイルの設定を行います。

5. すべてのノードで qwk_storage_initコマンドを実行します。このコマンドは、すべてのノードでQWK
オブジェクトの初期化が終わるまで待ち状態になります。このコマンドがすべてのノードで終了すると、

storageモードとしてQuorum/Witness機能が利用できる状態となります。

初期化後にクラスターを構成するノードの追加・削除をする、または /etc/default/LifeKeeper設定ファ

イルのパラメーターを変更する場合、再初期化が必要です。以下の手順に従って再初期化してください。
1. すべてのノードで qwk_storage_exitコマンドを実行します。

2. ノードを削除する場合、削除するノードと他すべてのノード間のコミュニケーションパスを削除します。

ノードを追加する場合、追加するノードと他すべてのノード間にコミュニケーションパスを作成します。

3. すべてのノードで /etc/default/LifeKeeper設定ファイルを再設定します。

4. すべてのノードで qwk_storage_initコマンドを実行します。

トラブルシューティング

lifekeeper.logに 135802メッセージが頻繁に出力されている場合、定期的に行っているQWKオブジェクトの読

み書きの負荷が高すぎて、処理が間に合っていません。クラスター内のノード数が多い場合、共有ストレージに

S3を使用している場合 (特に２リージョン)、QWKオブジェクトの読み書きの負荷が高くなります。

以下の対策を実施して、135802メッセージが出力されないようにしてください。
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storageモードの期待される動作 (標準の設定を仮定 )

l QWK_STORAGE_HBEATTIMEの値を増やす(フェイルオーバーに要する時間が長くなります)。

l 共有ストレージがS3の場合は、１リージョンにして、ネットワーク的に近いリージョンのS3を利用する。

l 処理能力を増やす( Amazon EC2インスタンスの場合、インスタンスタイプを変更するなど)。

storageモードの期待される動作 (標準の設定を仮定 )
ノード A(リソースはサービス状態 )、ノード B(リソースは待機状態 )の２ノード構成のクラスターの振る舞いにつ

いて示します。

なお、ノード障害に関するリソースの状態を変更し得るイベントは以下の３つです。
l COMM_DOWN イベント

ノード間のコミュニケーションパスが全て切断した時に呼び出されるイベント。

l COMM_UPイベント

COMM_DOWN状態からコミュニケーションパスが復旧した際に呼び出されるイベント。

l LCM_AVAILイベント

LCMの初期化が終わった時に呼び出されるイベントで、LifeKeeper起動時に１度だけ呼び出される。
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シナリオ１

起動時に他のノードとコミュニケーションパス通信ができる場合は、必ずCOMM_UPイベントの処理より

前に LCM_AVAILイベントの処理が行われる。

シナリオ１

ノード A とノード B の間のコミュニケーションパス通信に障害が発生 (ノード A とノード B とも共有ストレージに

アクセス可能 )

この場合、以下のように動作します。
1. ノード A とノード Bは、COMM_DOWN イベントの処理を開始します。ただし、全く同時とは限りません。

2. 両方のノードはQuorumチェックを実行し、両方共自身がQuorumを持っていると判断します(共有スト

レージアクセスが可能であるため)。

3. 各ノードは、通信できなくなったノードのQWKオブジェクトの更新を確認します( Witnessチェック)。ノー

ド A とノード Bは共に稼働しているため定期的にQWKオブジェクトを更新され、Witnessチェックでその

更新を確認します。

4. Witnessチェックの結果、他方のノードがまだ生存しているためフェイルオーバー処理は発生しません。リ

ソースはノード Aでサービス状態のままになります。

シナリオ２

ノード A に障害が発生してノード A が停止

この場合、ノード Bは以下の動作をします。
1. ノード A とのCOMM_DOWN イベントの処理を開始します。

2. 共有ストレージにアクセス可能であるので、Quorumを持っていると判断します。

3. ノード AのQWKオブジェクトの更新が停止していることを確認します( Witnessチェック)。

4. Witnessチェックの結果、ノード Aで障害が発生していると判断したため通常のフェイルオーバー処理を

開始します。これにより保護対象のリソースはノード Bでサービス中になります。

リソースがノード B でサービス中に、通信可能かつ共有ストレージにアクセス可能な状態でノード A のサーバー

が電源 ON

この場合、ノード Aは LCM_AVAILイベントを処理します。ノード Aは、Quorumを持っていると判断し、ノード

Bでリソースがサービス中のためリソースを起動させません。

また、その直後に、COMM_UPイベントが各ノードで発生しします。各ノードのCOMM_UPイベントの処理で

は、Quorumを持っていると判断し、またノード Bでリソースがサービス中のためリソースは起動させません。

リソースがノード B でサービス中に、通信不能かつ共有ストレージにアクセス可能な状態でノード A のサーバー

が電源 ON

この場合、ノード Aは LCM_AVAILイベントを処理します。ノード Aは、Quorumを持っていると判断し、通信で

きないノード Bに障害が発生しているか確認するためノード BのQWKオブジェクトの更新を確認します。ノード

Bは稼働しているため、QWKオブジェクトは定期的に更新されます。ノード AではQWKオブジェクトの更新を

確認し、ノード Bが生存しているが通信できないためにリソースは起動させません。

ノード Bはノード A と通信できないので何もしません。
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シナリオ3

シナリオ3
ノード A のネットワークに障害が発生 (ノード A は稼働しているが、他のノードや共有ストレージにアクセス不

能 )

この場合、ノード Aは以下の動作をします。
1. ノード B とのCOMM_DOWN イベントの処理を開始します。

2. 共有ストレージにアクセス不能であるため、Quorumを持っていないと判断します。

3. 直ちに強制停止します( QUORUM_LOSS_ACTIONのデフォルト「fastkill」の振る舞い)。

また、ノード Bは以下の動作をします。
1. ノード A とのCOMM_DOWN イベントの処理を開始します。

2. 共有ストレージにアクセス可能であるため、Quorumを持っていると判断します。

3. ノード AのQWKオブジェクトの更新が停止していることを確認します( Witnessチェック)。

4. Witnessチェックの結果、ノード Aで障害が発生していると判断したため通常のフェイルオーバー処理を

開始します。これにより保護対象のリソースはノード Bでサービス中になります。

リソースがノード B でサービス中に、共有ストレージにアクセス可能な状態でノード A のサーバーが電源 ON

シナリオ２と同じです。

リソースがノード B でサービス中に、共有ストレージにアクセス不能な状態でノード A のサーバーが電源 ON

この場合、ノード Aは LCM_AVAILイベントを処理します。ノード Aは、Quorumを持っていないと判断し、リ

ソースを起動させません。

ノード B とのコミュニケーションパス通信が可能であれば、その後にCOMM_UPイベントが発生します。しかし、

Quorumを持っていないので、ノード Aではリソースを起動させません。

STONITH
STONITH (Shoot the Other Node in the Head)は、クラスタ内のノードの電源をリモートから切断するフェンシング

方式です。LifeKeeperのSTONITH機能は、外部電源スイッチコントロール、 IPMI対応マザーボード、および

ハイパーバイザーが提供する電源機能を利用してクラスタ内の他のノードの電源を切断します。

STONITHで IPMI を使用する

IPMI (Intelligent Platform Management Interface)は、コンピュータシステムにアクセスする共通インターフェースの

セットを提供します。 IPMIを使用すると、システムの状態を監視してシステムを管理できます。 IPMIを
STONITHで使用すると、故障と思われるクラスタノードの電源スイッチをクラスタソフトウェアが制御することによ

り、シリアル接続またはネットワーク接続を介してノードの電源切断やリブートができるため、故障ノードが共有

データにアクセスしたりデータを破損するのを確実に防ぎます。

パッケージの要件

l IPMIツールのパッケージ (ipmitool-1.8.11-6.el6.x86_64.rpmなど)
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VMware vSphere環境でのSTONITH

VMware vSphere環境でのSTONITH
vCLI (vSphere Command-Line Interface)は、ESXiホストと仮想マシンを含む仮想インフラストラクチャを管理す

るためのVMwareでサポートされているコマンドラインインターフェースです。vCLI コマンドがお使いの環境のニー

ズに合致する場合は、VMwareの仮想マシン間でのLifeKeeper STONITHの実装に適用することができます。

パッケージの要件

STONITH サーバ

l VMware vSphere SDKパッケージまたは VMware vSphere CLI(vSphere CLIは、vSphere
SDK と同じインストールパッケージに含まれています)

監視対象仮想マシン

l VMware Tools

インストールと設定

LifeKeeperをインストールし、クラスタ内の各ノードでコミュニケーションパスを設定した後、STONITHをインス

トールおよび設定します。

1. 次のコマンドを実行して LifeKeeper STONITHスクリプトをインストールします。

/opt/LifeKeeper/samples/STONITH/stonith-install

2. (*IPMIを利用する場合のみ) BIOSまたは ipmitoolコマンドを使用して、以下のBMC (Baseboard
Management Controller)変数を設定します。

l 静的 IPアドレスの使用

l IPアドレス

l サブネットマスク

l ユーザ名

l パスワード

l ユーザに管理者権限を追加

l ユーザのネットワークアクセスを有効化

ipmitoolコマンドの使用例を示します。

(詳細については、 ipmitoolのマニュアルページを参照してください。)

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 137



<vm_id>

# ipmitool lan set 1 ipsrc static
# ipmitool lan set 1 ipaddr 192.168.0.1
# ipmitool lan set 1 netmask 255.0.0.0
# ipmitool user set name 1 root
# ipmitool user set password 1 secret
# ipmitool user priv 1 4
# ipmitool user enable 1

3. 設定ファイルを編集します。

設定ファイルを編集し、STONITHを有効にして電源を切断するコマンドラインを追加します。注記 :フェ
ンシングループ (2台のマシン間で、通信は喪失しているもののお互いをまだ STONITHできる場合に、

お互いに電源オフとリブートをし続ける状態 )を回避するため、リブートではなく電源オフを推奨します。

/opt/LifeKeeper/config/stonith.conf

# LifeKeeper STONITH configuration
#
# Each system in the cluster is listed below.To enable STONITH for a
# given system,
# remove the '#' on that line and insert the STONITH command line to power off
# that system.

# Example1: ipmi command

# node-1 ipmitool -I lanplus -H 10.0.0.1 -U root -P secret power off

# Example2: vCLI-esxcli command

# node-2 esxcli --server=10.0.0.1 --username=root --password=secret vms vm kill --
type='hard' --world-id=1234567

# Example3: vCLI-vmware_cmd command

# node-3 vmware-cmd -H 10.0.0.1 -U root -P secret <vm_id> stop hard

minute-maid ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.1 -U root -P secret power off
kool-aid ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.2 -U root -P secret power off

vm1 esxcli --server=10.0.0.1 --username=root --password=secret vms vm kill --
type='hard' --world-id=1234567
vm2 vmware-cmd -H 10.0.0.1 -U root -P secret <vm_id> stop hard

<vm_id>
vSphere CLI コマンドは、vSphere SDK for Perlの上で実行されます。<vm_id >は、VMの識別子として使用さ

れています。この変数によって、設定対象のVM用の設定ファイルを指定します。

設定ファイルのパスを調べるには、以下の手順を実行してください。

1. 次のコマンドを実行します。
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期待される動作

vmware-cmd -H <vmware host> -l

2. 上記のコマンドによって VMwareホストのリストが表示されます。

vmware-cmd -lの出力例を以下に示します (3台のVMを表示 )。

/vmfs/volumes/4e08c1b9-d741c09c-1d3e-0019b9cb28be/lampserver/lampserver.vmx
/vmfs/volumes/4e1e1386-0b862fae-a859-0019b9cb28bc/oracle10/oracle.vmx
/vmfs/volumes/4e08c1b9-d741c09c-1d3e-0019b9cb28be/lampserver02/lampserver02.vmx

出力されたリストで設定中のVMを見つけます。

3. パス名を <vm_id>変数にペーストします。上記の例では以下の通りになります。

vmware-cmd -H 10.0.0.1 -U root -P secret /vmfs/volumes/4e08c1b9-d741c09c-1d3e-
0019b9cb28be/lampserver/lampserver.vmx stop hard

注記 : VMwareコマンドの詳細については、引数なしで vmware-cmdを実行するとすべてのオプションに関する

ヘルプページが表示されます。

期待される動作

LifeKeeperがノードとの通信障害を検出すると、そのノードの電源が切断され、フェイルオーバが発生します。

問題を修復した後に、手動でそのノードの電源を入れる必要があります。

Watchdog
Watchdogは、サーバが正常に動作しない場合に、問題の発生を予防する修正処置 (リブート )を確実に実

行できるようにサーバを監視する方法です。 Watchdogは、特別な Watchdogハードウェアを使用して実装する

場合と、ソフトウェアのみのオプションを使用して実装する場合があります。

(注記 : この構成は、RedHat Enterprise Linux Versions 6および7でのみ検証されています。他のオペレーティ

ングシステムでは検証されていないため、現時点ではサポートされません。)

コンポーネント

l Watchdog timer -ソフトウェアドライバまたは外部ハードウェアコンポーネント

l Watchdog daemon -該当する Linuxディストリビューションを通じて rpmが入手可能

l LifeKeeper Core daemon - LifeKeeperのインストールに付随

l health cehck script - LifeKeeper coreの動作状況を確認するスクリプト
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設定

LifeKeeper とWatchdogの相互運用性

次のセクションを注意深く読んでください。デーモンは、エラーからリカバリするように設計されており、注意深く設

定しないとデーモンはシステムをリセットします。インストールおよび設定を行う前に慎重に計画してください。この

セクションの目的は、 Watchdogについての説明や設定をすることではありません。ここでは、 Watchdog構成で

のLifeKeeperとの相互運用についての説明や設定のみ行います。

設定

以下の手順は、rootユーザ権限を持つ管理者が行う必要があります。管理者は、 Watchdogのリスクおよび

問題についてすでに熟知しているものとします。

ヘルスチェックスクリプト (LifeKeeper監視スクリプト )は、LifeKeeperの設定とWatchdogの設定

(/opt/LifeKeeper/samples/watchdog/LifeKeeper-watchdog)を関連付けるコンポーネントです。

このスクリプトは、LifeKeeperコアコンポーネントの基本部分を監視できます。

1. 以前にWatchdogを設定していた場合は、次のコマンドを入力してWatchdogを停止します。そうでな

い場合は、手順 2に進みます。

service watchdog stop (RHEL6)
systemctl stop watchdog (RHEL7)

2. Watchdogソフトウェアのインストールで供給されるWatchdog設定ファイル (/etc/watchdog.conf)
を編集します。

l test-binaryを次のように修正します。

test-binary = /opt/LifeKeeper/samples/watchdog/LifeKeeper-watchdog

l test-timeoutを次のように修正します。
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アンインストール

test-timeout = 5

l intervalを次のように修正します。

interval = 7

intervalは、LifeKeeperのコミュニケーションパスのタイムアウト (15秒 )よりも小さい値にしてください。約半

分の値が妥当です。

3. LifeKeeperが起動していることを確認します。まだの場合は、LifeKeeperの起動トピックを参照してくださ

い。

4. 次のコマンドを入力してWatchdogを起動します。

service watchdog start (RHEL6)
systemctl start watchdog (RHEL7)

5. 今後の再起動の際にWatchdogを自動的に起動させるには、次のコマンドを入力します。

chkconfig --levels 35 watchdog on (RHEL6)
systemctl enable watchdog (RHEL7)

注記 : Watchdogを設定すると、予想外のリブートがときどき発生する可能性があります。これは、 Watchdog
の仕組みから来る一般的な性質です。正常に応答しないプロセスがあると、 Watchdog機能は LifeKeeper (ま
たはオペレーティングシステム)がハングしていると判断し、(警告なしに)システムをリブートします。

アンインストール

LifeKeeperをアンインストールする場合は、慎重に行ってください。以下に列記の通り、上記の手順を逆の順

で実行します。

警告 : LifeKeeperを構成するRPMパッケージを削除する方法で LifeKeeperをアンインストールする場合は、先

にWatchdog を停止してください。上記の手順 2では、LifeKeeperのWatchdogスクリプトを呼び出すように

Watchdog設定ファイルを修正しています。したがって、先にWatchdogを停止しておかないと、存在しないスク

リプトを呼び出すことになります。リブートを実行するこのスクリプトが見つからない場合は、エラーが発生します。

この状態はWatchdogを停止するまで継続します。

1. 次のコマンドを入力してWatchdogを停止します。

service watchdog stop (RHEL6)
systemctl stop watchdog (RHEL7)

2. Watchdogソフトウェアのインストールで供給されるWatchdog設定ファイル (/etc/watchdog.conf)
を編集します。

l test-binaryおよび intervalの両エントリをコメントアウトします (各行の先頭に #を追加します)。

#test-binary =
#interval =

(注記 : intervalが他の機能によって以前から使用されていた場合は、そのままにしておくこともできます)
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リソースポリシー管理

3. LifeKeeperをアンインストールします。LifeKeeperの削除トピックを参照してください。

4. これでWatchdogを起動し直すことができます。LifeKeeperのみがWatchdogを使用していた場合は、

次のコマンドを入力するとWatchdogを永続的に無効にできます。

chkconfig --levels 35 watchdog off (RHEL6)
systemctl disable watchdog (RHEL7)

リソースポリシー管理

概要

SIOS Protection Suite for Linuxのリソースポリシー管理では、リソースのローカルリカバリとフェイルオーバの動作

管理機能が提供されます。リソースポリシーは、 lkpolicyコマンドラインツール (CLI)を使用して管理できます。

SIOS Protection Suite
SIOS Protection Suiteには、個々のアプリケーションおよび関連し合うアプリケーションのグループを監視する機

能があり、定期的にローカルリカバリを実行したり、保護下のアプリケーションに障害が発生したときに通知する

ことができます。関連し合うアプリケーションの例としては、主アプリケーションが下位のストレージまたはネットワー

クリソースに依存する階層などがあります。アプリケーションまたはリソースに障害が発生した場合のデフォルトの

動作は以下の通りです。

1. ローカルリカバリ:最初に、リソースまたはアプリケーションのローカルでリカバリを試みます。このときは、外

部の介入なしにローカルサーバ上でリソースまたはアプリケーションをリストアしようとします。ローカルリカバ

リが成功した場合、SIOS Protection Suiteは追加のアクションを実行しません。

2. フェイルオーバ:次に、ローカルリカバリでリソースまたはアプリケーションのリストアに失敗した (またはリソー

スを監視するリカバリキットがローカルリカバリをサポートしていない)場合、フェイルオーバは開始されます。

フェイルオーバ処理では、クラスタ内の別のサーバ上で該当アプリケーション (および依存するすべてのリ

ソース)を起動しようと試みます。

リカバリ動作の詳細については、SIOS Protection Suite障害検出とリカバリのシナリオを参照してください。

ポリシーによるカスタム動作およびメンテナンスモード動作

SIOS Protection Suite Version 7.5以降では、デフォルトのリカバリ動作を変更する追加ポリシーを設定する機

能をサポートします。リソース単位またはサーバ単位で、4つのポリシーが設定可能です (リソース単位のポリ

シーに関する注意については下のセクションを参照してください)。サーバレベルでポリシーを変更する方法を推

奨します。

利用可能なポリシーは以下の通りです。

標準ポリシー

l Failover -このポリシー設定を使用すると、リソースフェイルオーバを有効 /無効にできます。(S: リザベー

ションが適切に処理されるには、フェイルオーバは、個々のSCSI リソースで無効にすることはできませ

ん。)
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メタポリシー

l LocalRecovery - SIOS Protection Suiteは、デフォルトでは、フェイルオーバを実行する前に、個々のリ

ソースまたは保護対象アプリケーション全体を再起動することにより、保護対象リソースのリカバリを試み

ます。このポリシー設定を使用すると、ローカルリカバリを有効 /無効にできます。

l TemporalRecovery -通常、SIOS Protection Suiteは、障害リソースのローカルリカバリを実行します。

ローカルリカバリに失敗すると、SIOS Protection Suiteは、リソース階層を別ノードにフェイルオーバしま

す。ローカルリカバリに成功した場合は、フェイルオーバは実行されません。

ローカルリカバリに成功した場合でも、サーバの何らかの異常によって短時間の間にローカルリカバリが再

試行される場合があり、結果として何度も連続してローカルリカバリが試行されることになります。これが

発生すると、問題のアプリケーションは可用性が悪化します。

この反復的なローカルリカバリ /障害サイクルを回避するために、時間的リカバリポリシーを設定できま

す。時間的リカバリポリシーを使用すると、管理者は指定した時間内に試行するローカルリカバリの回数

を (成功かどうかにかかわらず)制限することができます。

例 : リソースが試行するローカルリカバリの回数を 30分間で 3回に限定するポリシー定義をユー

ザが設定した場合、30分以内に 3回目のローカルリカバリが試行されると、SIOS Protection
Suiteはフェイルオーバを実行します。

定義した時間的リカバリポリシーは有効または無効にできます。時間的リカバリポリシーが無効の場合、

時間的リカバリ処理は継続して実行され、ポリシーが適用されるはずの時間に通知がログに表示されま

すが、実際のアクションは実行されません。

注記 :時間的リカバリポリシーを設定した状態で、フェイルオーバとローカルリカバリの一方または両方を

無効にすることは可能です。フェイルオーバまたはローカルリカバリを無効にした場合に、時間的リカバリポ

リシーは実行されることがないため、この状態は非論理的です。

メタポリシー

「メタ」ポリシーは、他の複数のポリシーに影響を与える可能性があるポリシーです。通常、これらのポリ

シーは、標準ポリシーであれば複数個の設定が必要になるような特定のシステム動作を実現するため

のショートカットとして使用します。

l NotificationOnly -このモードでは、管理者は SIOS Protection Suiteを「監視専用」状態にすることが

できます。1つのリソース (または、サーバ単位のポリシーの場合はすべてのリソース)のローカルリカバリお

よびフェイルオーバの両方が影響を受けます。障害が検知されると、ユーザインターフェースには Failure
状態が表示されます。ただし、リカバリもフェイルオーバも実行されません。注記 :管理者は、障害の原

因となった問題を手動で修正し、障害が起きたリソースを復帰させて通常のSIOS Protection Suiteの
運用を継続する必要があります。

リソースレベルのポリシーに関する重要な考慮事項

リソースレベルのポリシーとは、リソース階層全体またはサーバレベルのポリシーとは異なり、特定のリソースにの

み適用されるポリシーです。

例 :

アプリケーション

- IP 
- file system
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lkpolicyツール

上記のリソース階層では、アプリケーションは IP とファイルシステムの両方に依存しています。ポリシーは、

特定のリソースのローカルリカバリまたはフェイルオーバを無効にするように設定できます。これは、例え

ば、 IP リソースのローカルリカバリが失敗し、 IP リソースのフェイルオーバが無効に設定されていた場合、

IP リソースはフェイルオーバを実行せず、他のリソースのフェイルオーバも発生させないことを意味します。

ただし、ファイルシステムリソースのローカルリカバリが失敗し、ファイルシステムリソースのポリシーのフェイル

オーバが無効化されていない場合、階層全体がフェイルオーバを実行します。

注記 :重要事項として、リソースレベルのポリシーは設定対象の特定のリソースにのみ適用されることに

注意してください。

上記は単純な例です。複雑な階層を構成することもできるため、リソースレベルのポリシーを設定するときは注

意してください。

lkpolicyツール

lkpolicyツールは、SIOS Protection Suite for Linuxが稼働するサーバのポリシーを管理 (参照、設定、削除 )す
るためのコマンドラインツールです。 lkpolicyは、ポリシーの設定および修正、ポリシーの削除、利用可能なポリ

シーと現在の設定値の表示をサポートします。さらに、設定したポリシーは、有効または無効に設定できるた

め、リカバリ動作に影響を与えながらリソース /サーバ設定を保持できます。

全体的な使用方法は次の通りです。

lkpolicy [--list-policies | --get-policies | --set-policy | --remove-policy] <name value pair data...>

<name value pair data...>は、運用方法および対象のポリシーによって異なります (特にポリシーを設定

する場合 )。例 :有効 /無効タイプのポリシーのほとんどでは、必要なのは [--on]または [--off]のスイッチの

みですが、時間的ポリシーの場合は、しきい値を設定するための値も必要です。

lkpolicyの使用方法の例

ローカルおよびリモートサーバとの認証

lkpolicyツールは、サーバが公開するAPIを通じて SIOS Protection Suiteサーバと通信します。このAPIは、

lkpolicyツールなどのクライアントに対して認証を要求します。 lkpolicyツールで SIOS Protection Suiteサーバに

最初にアクセスしようとしたときに、そのサーバに対する認証情報がまだ保存されていない場合、ユーザは認証

情報を求められます。認証情報はユーザ名とパスワードの形式であり、さらに以下の条件があります。

1. クライアントには SIOS Protection Suiteの管理者権限が必要です。したがって、そのユーザ名は、(PAM
による)オペレーティングシステムの認証設定によって lkadminグループに属する必要があります。必ずしも

rootで実行する必要はありませんが、rootユーザはデフォルトで適切なグループに属しているため、root
を使用することもできます。

2. 認証情報は認証情報ストアに保存されるため、ツールを使用してこのサーバにアクセスするたびに手動

で認証情報を入力する必要はありません。

認証情報ストアとcredstoreユーティリティによる管理の詳細については、SIOS Protection Suiteの認証情報の

設定を参照してください。

lkpolicyによるセッションの例は以下のようになります。
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ポリシーのリスト表示

[root@thor49 ~]# lkpolicy -l -d v6test4
Please enter your credentials for the system 'v6test4'.
Username: root
Password:
Confirm password:
Failover
LocalRecovery
TemporalRecovery
NotificationOnly
[root@thor49 ~]# lkpolicy -l -d v6test4
Failover
LocalRecovery
TemporalRecovery
NotificationOnly
[root@thor49 ~]#

ポリシーのリスト表示

lkpolicy --list-policy-types

現在のポリシーの表示

lkpolicy --get-policies

lkpolicy --get-policies tag=\*

lkpolicy --get-policies --verbose tag=mysql\* # all resources starting with mysql

lkpolicy --get-policies tag=mytagonly

ポリシーの設定

lkpolicy --set-policy Failover --off

lkpolicy --set-policy Failover --on tag=myresource

lkpolicy --set-policy Failover --on tag=\*

lkpolicy --set-policy LocalRecovery --off tag=myresource

lkpolicy --set-policy NotificationOnly --on

lkpolicy --set-policy TemporalRecovery --on recoverylimit=5 period=15

lkpolicy --set-policy TemporalRecovery --on --force recoverylimit=5 period=10

ポリシーの削除

lkpolicy --remove-policy Failover tag=steve
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認証情報の設定

注記 : NotificationOnlyはポリシーのエイリアスです。NotificationOnlyを有効にすることは、対応する

LocalRecoveryおよびFailoverポリシーを無効にすることと等価です。

認証情報の設定

他のシステムと通信するための認証情報は、認証情報ストアを使用して管理されています。このストアは、必

要に応じて /opt/LifeKeeper/bin/credstoreユーティリティで管理できます。このユーティリティを使用す

ると、サーバアクセスに必要な認証情報をサーバごとに設定、変更、削除することができます。

認証情報の追加または変更

認証情報の追加と変更は同じ方法で実行できます。代表的な例として、サーバー server.mydomain.comに

対する資格情報を追加または変更する場合は次のようになります。

/opt/LifeKeeper/bin/credstore -k server.mydomain.commyuser

この例では、server.mydomain.comへのアクセスに使用するユーザ名としてmyuser を指定してしています。パ

スワードを入力 /確認するプロンプト (passwdの様に) が表示されます。

注記 : LifeKeeperサーバの認証情報 を格納するために使用されるキー名は、 lkpolicyなどのコマンドで使用す

るホスト名と完全に一致する必要があります。コマンドで使用するホスト名がFQDNであれば、認証情報の

キーも FQDNでなければなりません。コマンドで使用するホスト名がショートネームであれば、認証情報のキーも

ショートネームでなければなりません。

認証情報ストアにデフォルトキーを作成することもできます。サーバキーが存在しない場合にデフォルトの認証情

報が認証に使用されます。デフォルトキーを追加、変更するには以下のコマンドを実行してください。

/opt/LifeKeeper/bin/credstore -k default myuser

ストア内の認証情報のリスト表示

現在格納されている認証情報をリスト表示するには、以下のコマンドを実行します。

/opt/LifeKeeper/bin/credstore -l

これにより、認証情報ストア内に格納されているキーが表示されます。この場合の「キー」は、認証情報を使用

する対象のサーバを示しています (認証情報自体は秘密情報のため、このコマンドが表示するのは、実際の認

証情報の内容ではなくキー名のみです)。

サーバの認証情報の削除

特定のサーバに対する認証情報を削除するには、以下のコマンドを実行します。

/opt/LifeKeeper/bin/credstore -d -k myserver.mydomain.com

この例では、サーバmyserver.mydomain.comに対する認証情報がストアから削除されます。

追加情報

credstoreユーティリティの詳細については、以下のコマンドを実行してください。
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追加情報

/opt/LifeKeeper/bin/credstore --man

コマンドのマニュアルページがすべて表示されます。
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LifeKeeper管理

LifeKeeper 管理

概要

LifeKeeperは操作時に管理を必要としません。LifeKeeperは、保護されたリソースを監視し、障害が発生した

場合に指定されたリカバリアクションを実行するように、自動的に機能します。以下のケースでは LifeKeeper
GUIを使用します。

l リソースおよび階層の定義。LifeKeeperは次のインターフェースオプションを提供します。

l LifeKeeper GUI。

l LifeKeeperコマンドラインインターフェース。

l リソース監視。LifeKeeper GUIは、リソースステータス情報およびLifeKeeperログへのアクセスを提供しま

す。

l 手動での処理。メンテナンスやその他の管理アクションのために、サーバまたは特定のリソースを停止する

ことが必要になる場合があります。LifeKeeper GUIには、特定のリソースを稼動させたり停止させることが

できるメニュー機能が用意されています。アプリケーションがLifeKeeperの保護下に置かれると、これらの

LifeKeeperのインターフェースを介してのみアプリケーションを起動および停止させることができます。

LifeKeeperの起動および停止は、コマンドラインを介してのみ行われます。

LifeKeeperの管理、設定、およびメンテナンス操作を実行する詳細な手順については、GUIの作業およびメン

テナンス作業を参照してください。

※LifeKeeperが提供しているコマンド (実行可能なスクリプトやプログラム)を実行するには、スーパーユーザ権

限が必要です。

suコマンドやsudoでスーパーユーザ権限を付与したユーザで、LifeKeeperのコマンドを実行することは可能です

が、SIOS Technology Corpでは、rootユーザ以外で LifeKeeperのコマンドのテストはしていません。

エラーの検出および通知

アプリケーション内の問題を検出して通知する機能は、最適な総合的耐障害性ソリューションを構築する上で

非常に重要です。すべての個々のアプリケーションは、障害発生のメカニズムと形式によって異なるため、一般

的なメカニズムを示すことはできません。ただし、一般的に、多くのアプリケーションの設定は、LifeKeeperに用意

されているCoreシステムのエラー検出機能を利用することができます。リソースエラー回復シナリオおよびサーバ

障害回復シナリオの各トピックでは、共通する 2つの障害状況を使用して、LifeKeeperのコア機能を示してい

ます。

LifeKeeperには、エラー、アラーム、およびリカバリ手順を起動するイベントを定義するための完全な環境も用

意されています。このインターフェースは、通常、システムエラーログ用のパターンマッチ定義

(/var/log/messages)、またはカスタムビルドのアプリケーション固有の監視プロセスが必要になります。

N-Way リカバリ

N-Way リカバリを使用すると、異なる複数のリソースを、クラスタ内の異なるバックアップサーバにフェイルオーバす
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管理作業

ることができます。

保護されたリソースに戻る

管理作業

サーバプロパティの編集

1. サーバプロパティを編集するには、サーバプロパティを表示する場合と同様に、 [Server Properties]ダイア

ログを表示してください。

2. 該当のサーバに適切な権限でログインした場合は、次の項目が編集可能になります。

l シャットダウン方法

l フェイルオーバ確認

3. 変更が加えられると、[Apply]ボタンが有効になります。このボタンをクリックすると変更が適用されます。

ウィンドウは閉じられません。

4. 完了したら、[OK]をクリックし、変更内容を保存してウィンドウを閉じるか、または [Cancel]をクリックし

て、変更内容を適用せずにウィンドウを閉じます。

コミュニケーションパスの作成

サーバ間のLifeKeeperコミュニケーションパスを設定する前に、ハードウェアおよびソフトウェアのセットアップを検

証します。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。

サーバのペア間にコミュニケーションパスを作成するには、両方のサーバに個別にパスを定義する必要がありま

す。LifeKeeperでは、サーバのペア間に TCP (TCP/IP)とTTYの両方のコミュニケーションパスを作成することが

できます。TTYパスは、所定のペア間に 1つだけ作成できます。これに対し、TCPコミュニケーションパスは、パス

の終点となるローカルおよびリモートのアドレスを指定することで、サーバのペア間に複数作成することができま

す。所定のリモートサーバへのTCPパスを使用する順序を LifeKeeperに設定するには、優先値を使用しま

す。

重要 :単一のコミュニケーションパスを使用した場合、互いに通信するクラスタ内のサーバの機能に支障をきたす

可能性があります。単一のコミュニケーションパスを使用しているときに、そのコミュニケーションパスで障害が発生

した場合、複数のサーバ上で同時に LifeKeeperの階層が使用可能になることがあります。これは、「偽のフェイ

ルオーバ」と呼ばれます。また、TCPコミュニケーションパス上のネットワークトラフィックが大きくなると、偽のフェイル

オーバやLifeKeeperの初期化の問題など、予期せぬ動作が生じる可能性があります。

1. 開始するには、次の4つの方法があります。

l サーバアイコンを右クリックし、サーバコンテキストメニューが表示されたら [Create Comm Path]を
クリックしてください。

l グローバルツールバーで、[Create Comm Path]ボタンをクリックしてください。

l サーバコンテキストツールバーで (表示されている場合 )、[Create Comm Path]ボタンをクリックして
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コミュニケーションパスの作成

ください。

l [Edit] メニューで、[Server]、[Create Comm Path]の順に選択してください。

2. [Create Comm Path]というタイトルのダイアログが表示されます。表示されるオプションのそれぞれについ

て、[Help]をクリックすると、選択した項目の説明が表示されます。

3. リストボックスから [Local Server]を選択し、[Next]をクリックしてください。

4. リストボックスで 1つ以上の [Remote Servers]を選択してください。リストボックスにリモートサーバが表示

されていない (つまり、クラスタにまだ接続されていない)場合は、[Add]を使用して入力してください。

ローカルとリモートの両方のサーバに対するネットワークアドレスが解決可能であることを確認する必要が

あります (たとえば、DNSで解決するか、 /etc/hosts ファイルに追加します)。[Next]をクリックしてください。

5. [Device Type]に対して [TCP]または [TTY]を選択して、[Next]をクリックしてください。

6. [Device Type]が [TCP]に設定されている場合は、1つ以上の [Local IP Addresses]を選択してくだ

さい。[Device Type]が [TTY]に設定されている場合は、[Local TTY Device]を選択してください。

[Next]をクリックしてください。

7. [Device Type]が [TCP]に設定されている場合は、[Remote IP Address]を選択してください。

[Device Type]が [TTY]に設定されている場合は、[Remote TTY Device]を選択してください。 [Next]
をクリックしてください。

8. [Device Type]が [TCP]に設定されている場合は、このコミュニケーションパスに対して [Priority]を入力

または選択してください。 [Device Type]が [TTY]に設定されいる場合は、このコミュニケーションパスに

対して [Baud Rate]を入力または選択してください。[Next]をクリックしてください。

9. [Create]をクリックしてください。ネットワーク接続が正常に作成されたことを示すメッセージが表示されま

す。[Next]をクリックしてください。

10. 複数のローカル IPアドレスまたは複数のリモートサーバを選択したときに、[Device Type]が [TCP]に設

定されている場合は、手順 6に戻り、次のコミュニケーションパスの設定を続けます。複数のリモートサー

バを選択したときに、[Device Type]が [TTY]に設定されている場合は、手順 5に戻り、次のコミュニ

ケーションパスの設定を続けます。

11. 終了メッセージが表示されたら、[Done]をクリックしてください。

[Server Properties]ダイアログを表示するか、またはコマンド lcdstatus -qを入力することで、コミュニケーショ

ンパスを確認することができます。lcdstatusの使用方法については、LCD(1M)マニュアルページを参照してく

ださい。[ALIVE]ステータスが表示されます。

さらに、GUIの右ペインのサーバアイコンをチェックしてください。これが、作成済みの1つ目のコミュニケーションパ

スである場合は、1つのコミュニケーションパスが [ALIVE]であるが、冗長コミュニケーションパスがないことを示す

黄色のハートビートがサーバアイコンに表示されます。

[ALIVE]のコミュニケーションパスが2つ以上ある場合は、緑色のハートビートがサーバアイコンに表示されます。

重要 :IPv6アドレスを使用してコミュニケーションパスを作成する場合は、自動設定 /ステートレスアドレスではな

く、静的に割り当てられたアドレスを使用してください。自動設定 /ステートレスアドレスは、時間がたつと変更さ

れ、コミュニケーションパスが使用できなくなる可能性があります。
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コミュニケーションパスの削除

数分たってもコミュニケーションパスが使用可能にならない場合は、ペアのサーバのコンピュータ名が正しいことを

確認してください。TTYコミュニケーションパスを使用している場合は、2つのサーバ間のケーブル接続が正しく、

緩んでいないことを確認してください。必要に応じて portio(1M)コマンドを使用して、TTY接続の動作を確

認してください。

コミュニケーションパスの削除

1. 開始するには、次の4つの方法があります。

l サーバアイコンを右クリックして、サーバコンテキストメニューが表示されたら [Delete Comm Path]
をクリックしてください。

l グローバルツールバーで、[Delete Comm Path]ボタンをクリックしてください。

l サーバコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Delete Comm Path]ボタンをクリックしてくだ

さい。

l [Edit] メニューで、 [Server]、[Delete Comm Path]の順に選択してください。

2. [Delete Comm Path] というタイトルのダイアログが表示されます。表示されるオプションのそれぞれについ

て、[Help]をクリックすると、選択した項目の説明が表示されます。

3. リストから [Local Server]を選択し、[Next]をクリックしてください。このダイアログが表示されるのは、グ

ローバルツールバーの [Delete Comm Path]ボタンを使用するか、 [Edit] メニューの [Server]を選択し

て、削除を選択した場合のみです。

4. 削除するコミュニケーションパスを選択して、[Next]をクリックしてください。

5. [Delete Comm Path(s)]をクリックしてください。出力パネルが有効の場合、ダイアログが閉じ、コミュニ

ケーションパスを削除するコマンドの結果が出力パネルに表示されます。有効でない場合は、ダイアログ

が表示されたままこれらの結果が表示されます。 すべての結果が表示されたら、[Done]をクリックして終

了してください。ネットワーク接続が正常に削除されたことを示すメッセージが表示されます。

6. [Done]をクリックして、ダイアログを閉じ、GUIステータス表示に戻ってください。

サーバのプロパティ - フェイルオーバ

プライマリサーバがローカルリカバリを試行して失敗した場合、または完全に機能停止した場合、ほとんどのサー

バ管理者は、LifeKeeperで保護されたリソースをバックアップサーバに復元することが必要になります。これがデ

フォルトのLifeKeeperの動作になります。ただし管理者によっては、保護されたリソースをリカバリサイトで自動

的に稼動するようにしたくない場合もあります。例えば、ディザスタリカバリ状況においてサーバ間のネットワーク接

続の信頼性が低くなるような WAN環境に LifeKeeperがインストールされている場合です。

デフォルトでは、保護されたすべてのリソースに対して自動フェイルオーバが有効になっています。保護されたリ

ソースに対する自動フェイルオーバを無効にしたり、バックアップサーバへの自動フェイルオーバを行わないようにす

るには、 [Server Properties]の [General]タブにある [Failover]セクションを使用して、以下の通り設定してくだ

さい。

クラスタ内の各サーバで次のようにします。
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サーバのプロパティ -フェイルオーバ

1. サーバのプロパティを表示する場合と同様に、[Server Properties]ダイアログを表示してください。

2. [General]タブを選択してください。 [Server Properties]ダイアログの [Failover]セクションで、システムおよ

びリソースのフェイルオーバ機能を無効にするサーバをチェックしてください。デフォルトでは、LifeKeeperの
すべてのフェイルオーバ機能が有効になっています。

[Set Confirm Failover On]列で、ローカルサーバの完全な機能停止に対応するバックアップサーバとし

ての資格を喪失させるサーバを選択してください。

[Set Block Resource Failover On]列で、このローカルサーバ上でリソース階層に障害が発生した場

合に対応するバックアップサーバとしての資格を喪失させるサーバを選択してください。最初にシステムの

フェイルオーバ機能を無効にしなければ、リソースのフェイルオーバを無効にすることはできません。

選択内容を適用するには、[Apply]ボタンを押してください。

設定の詳細につきましては、 [Confirm Failover]と [Block Resource Failover]の設定 のページを参照してく

ださい。
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リソース階層の作成

リソース階層の作成

1. リソース階層の作成を開始するには、次の4つの方法があります。

l サーバアイコンを右クリックして、サーバコンテキストメニューが表示されたら、[Create Resource
Hierarchy]をクリックしてください。

l グローバルツールバーで、[Create Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。

l サーバコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Create Resource Hierarchy]ボタンをクリッ

クしてください。

l [Edit]メニューで、[Server]を選択して、[Create Resource Hierarchy]をクリックしてください。

2. [Create ResourceWizard] というタイトルのダイアログが表示され、クラスタ内にインストールされているす

べての認識されたリカバリキットのリストが示されます。 アプリケーションを保護するためにリソース階層を構

築するRecovery Kitを選択して、 [Next]をクリックしてください。

3. [Switchback Type]を選択して、 [Next]をクリックしてください。

4. [Server]を選択して、 [Next]をクリックしてください。注記 :サーバコンテキストメニューから開始した場合、

クリックしたサーバアイコンから自動的にサーバが決定されるので、この手順はスキップされます。

5. 続いて表示されるダイアログを使用して、作成しているリソース階層の種類に必要なデータを入力してく

ださい。

LifeKeeperアプリケーションリソース階層

LifeKeeperをリカバリキット無しでインストールした場合、デフォルトでは [Select Recovery Kit] リストに、ファイル

システムまたはGeneric Application用のオプションが含まれています。Generic Applicationのオプションは、関連

付けられたリカバリキットがないアプリケーションに使用できます。

Raw I/O Recovery Kitまたは IP Recovery Kit (これらは両方とも、別個にパッケージ化され、LifeKeeper Coreメ
ディアに含まれているCore Recovery Kitです)をインストールした場合、 [Select Recovery Kit] リストはこれらの

Recovery Kitに対する追加のオプションを提供します。

これらの利用可能なオプションについては、以下のトピックを参照してください。

l ファイルシステムリソース階層の作成

l Generic Applicationリソース階層の作成

l Rawデバイスリソース階層の作成

IP Recovery Kitについては、 IP Recovery Kitテクニカルドキュメンテーションを参照してください。
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Recovery Kitのオプション

インストールしたオプションの各リカバリキットは、 [Select Recovery Kit] リストにエントリを追加します。たとえば、

Oracle、Apache、およびNFSのRecovery Kitがリストに表示されます。必要なリソース階層を作成する手順

については、各リカバリキットに付属の管理ガイドを参照してください。

注記 : ファイルシステムまたは論理ボリューム上に構築されるその他のアプリケーションリソース階層を作成する場

合、最初に Logical VolumeManager (LVM) Recovery Kitをインストールする必要があります。

ファイルシステムリソース階層の作成

このオプションは、ファイルシステムのみを保護する場合 (たとえば、保護を必要とする共有ファイルがある場合 )
に使用します。

1. ファイルシステムリソース階層の作成を開始するには、次の4つの方法があります。

l サーバアイコンを右クリックして、サーバコンテキストメニューが表示されたら、[Create Resource
Hierarchy]をクリックしてください。

l グローバルツールバーで、[Create Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。

l サーバコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Create Resource Hierarchy]ボタンをクリッ

クしてください。

l [Edit] メニューで、[Server]を選択して、[Create Resource Hierarchy]をクリックしてください。

2. [Create ResourceWizard] というタイトルのダイアログが表示され、[Recovery Kit]リストが示されます。

[File System Resource]を選択して、[Next]をクリックしてください。

3. [Switchback Type]を選択して、 [Next]をクリックしてください。

4. [Server]を選択して、[Next]をクリックしてください。注意 :サーバコンテキストメニューから開始した場合、

クリックしたサーバアイコンから自動的にサーバが決定されるので、この手順はスキップされます。

5. [Create gen/filesys Resource]ダイアログが表示されます。ファイルシステムリソース階層に対して

[Mount Point]を選択し、[Next]をクリックしてください。選択したマウントポイントが、クラスタ内の別の

サーバと共有されていることを確認するには、各ストレージキットをチェックして、マウントされたデバイスを

共有として認識しているかどうかを確認します。ストレージキットがマウントされたデバイスを認識していな

い場合は、次のエラーダイアログが表示されます。

<file system> is not a shared file system

[OK]を選択すると、 [Create gen/filsys Resource] ダイアログに戻ります。

注記 :

l マウントポイントを選択リストに表示するには、そのマウントポイントがマウントされている必

要があります。マウントポイントに対するエントリが/etc/fstabファイルに存在する場合、

階層の作成および拡張時にこのエントリが削除されます。NAS Recovery Kitを使用する

前に (特にマウント設定が複雑な場合 )、/etc/fstabのバックアップを作成することをお

勧めします。/etc/default/LifeKeeperで調整可能な

REPLACEFSTAB=true|TRUEを設定することにより、/etc/fstabのエントリが削除さ
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れても、元に戻すように指定することができます。

l これらのリソースの多く (SIOS DataKeeper、LVM、DeviceMapper Multipathなど)は、ファ

イルシステムリソースを作成するために、クラスタ内の各サーバで LifeKeeperリカバリキットを

必要とします。 これらのキットが適切にインストールされていない場合、クラスタ内で共有さ

れるファイルシステムが表示されません。

6. ファイルシステムリソース階層に対するデフォルトの [Root Tag]が作成されます。(これは、ステータス表示

でこのリソースに使用されるラベルです)。このルートタグを選択するか、独自のルートタグを作成して、

[Next]をクリックしてください。

7. [Create Instance]をクリックしてください。インスタンス作成のステータスを示すメッセージが、ウィンドウに表

示されます。

8. [Next]をクリックしてください。ファイルシステム階層が正常に作成されたというメッセージが、ウィンドウに表

示されます。

9. この時点で、ファイルシステムリソース階層の拡張に移動するには [Continue]をクリックし、GUIに戻るに

は [Cancel]をクリックします。[Cancel]をクリックすると、階層が1つのサーバにしか存在しないという警告

メッセージが表示され、この時点で保護されなくなります。

Generic Application リソース階層の作成

このオプションは、関連付けられたリカバリキットがないユーザ定義のアプリケーションを保護する場合に使用しま

す。下記のユーザ指定スクリプトに対するテンプレートは、$LKROOT/lkadm/subsys/gen/app/templates
に用意されています。これらのテンプレートは、保護するアプリケーション用にカスタマイズしてテストする前に、別

のディレクトリにコピーしてください。

注記 : ファイルシステム、ディスクパーティション、 IPアドレスなどの他のリソースに依存するアプリケーションについて

は、これらの各リソースを個別に作成し、Create Dependencyを使用して適切な依存関係を作成してくださ

い。

1. Generic Applicationリソース階層の作成を開始するには、次の4つの方法があります。

l サーバアイコンを右クリックして、サーバコンテキストメニューが表示されたら、[Create Resource
Hierarchy]をクリックしてください。

l グローバルツールバーで、 [Create Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。

l サーバコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Create Resource Hierarchy]ボタンをクリッ

クしてください。

l [Edit] メニューで、[Server]を選択して、[Create Resource Hierarchy]をクリックしてください。

2. [Create ResourceWizard] というタイトルのダイアログが表示され、[Recovery Kit]リストが示されます。

Generic Applicationを選択して、[Next]をクリックしてください。

3. [Switchback Type]を選択して、[Next]をクリックしてください。

4. [Server]を選択して、[Next]をクリックしてください。注記 :サーバコンテキストメニューから開始した場合、

クリックしたサーバアイコンから自動的にサーバが決定されるので、この手順はスキップされます。

5. 次のダイアログで、アプリケーションに対する [Restore Script]へのパスを入力し、[Next]をクリックしてくだ
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さい。これは、アプリケーションを起動するコマンドです。テンプレートディレクトリに、テンプレート起動スクリ

プト restore.templateが用意されています。この restoreスクリプトが、既に起動されているアプリケーション

に影響を与えてはなりません。

6. アプリケーションに対する [Remove Script]へのパスを入力し、[Next]をクリックしてください。これは、アプ

リケーションを停止するコマンドです。テンプレートディレクトリに、テンプレート停止スクリプト

remove.templateが用意されています。

7. アプリケーションに対する [quickCheck Script]へのパスを入力し、[Next]をクリックしてください。これは、

アプリケーションを監視するコマンドです。テンプレートディレクトリに、テンプレート監視スクリプト

quickCheck.templateが用意されています。

8. アプリケーションに対する [Local Recovery Script]へのパスを入力し、[Next]をクリックしてください。これ

は、ローカルサーバ上の障害が発生したアプリケーションの復元を試みるコマンドです。テンプレートディレ

クトリに、テンプレート回復スクリプト recover.templateが用意されています。

9. [Application Information]を入力し、[Next]をクリックしてください。これは、起動、停止、回復、監視

の各スクリプトで必要になる可能性のあるアプリケーションに関するオプションの情報です。

10. [Bring Resource In Service]に対して [Yes]または [No]を選択し、[Next]をクリックしてください。 [No]
を選択すると、リソース状態が作成後にOSUに設定されます。 [Yes]を選択すると、あらかじめ用意さ

れた restoreスクリプトが実行されます。 ファイルシステム、ディスクパーティション、 IPアドレスなどの他のリ

ソースに依存するアプリケーションについては、適切な依存リソースをまだ作成していない場合には、

[No]を選択してください。

11. [Root Tag]を入力してください。これは、リソースインスタンスに対する一意の名前です。(これは、ステー

タス表示でこのリソースに対して表示されるラベルです。)

12. [Create Instance]をクリックして、作成プロセスを起動してください。インスタンス作成のステータスを示す

メッセージが、ウィンドウに表示されます。

13. [Next]をクリックしてください。階層が正常に作成されたというメッセージが、ウィンドウに表示されます。

14. この時点で、Generic Applicationリソース階層の拡張に移動するには [Continue]をクリックし、GUIに
戻るには [Cancel]をクリックします。 [Cancel]をクリックすると、階層が1つのサーバにしか存在しないとい

う警告が表示され、この時点で保護されなくなります。

注記 : リソース階層作成時に指定したrestore、remove、quickCheckなどの各種スクリプトは、

LKROOT/subsys/gen/resource/app/以下の各ディレクトリに配置されています。

l restore - actions/!restore/<タグ名>

l remove - actions/!remove/<タグ名>

l quickCheck - actions/!quickCheck/<タグ名>

l recover - recovery/!recover/<タグ名>

Raw デバイスリソース階層の作成

このオプションは、Rawデバイスリソースを保護する場合に使用します。たとえば、既存のデータベース階層に追

加する必要があるRawデバイスに対して追加のテーブルスペースを作成する場合、このオプションを使用して

Rawデバイスリソースを作成します。
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注記 : LifeKeeperでは、ディスク論理ユニット (または LUN)レベルのディスクパーティションリソースを、一度に 1つ
のクラスタの1つのシステムにロックします。

1. Rawデバイスリソース階層の作成を開始するには、次の4つの方法があります。

l サーバアイコンを右クリックして、サーバコンテキストメニューが表示されたら、[Create Resource
Hierarchy]をクリックしてください。

l グローバルツールバーで、[Create Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。

l サーバコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Create Resource Hierarchy]ボタンをクリッ

クしてください。

l [Edit] メニューで、[Server]を選択して、[Create Resource Hierarchy]をクリックしてください。

2. [Create ResourceWizard] というタイトルのダイアログが表示され、[Recovery Kit]リストが示されます。

Rawデバイスを選択して、[Next]をクリックしてください。

3. [Switchback Type]を選択して、[Next]をクリックしてください。

4. [Server]を選択して、[Next]をクリックしてください。

注記 :サーバコンテキストメニューから開始した場合、クリックしたサーバアイコンから自動的にサーバが決

定されるので、この手順はスキップされます。

5. このリソースが配置される共有ストレージデバイスで [Raw Partition]を選択して、[Next]をクリックしてく

ださい。

6. [Root Tag]を入力してください。これは、リソースインスタンスに対する一意の名前です。(これは、ステー

タス表示でこのリソースに対して表示されるラベルです。)

7. [Create Instance]をクリックして、作成プロセスを起動してください。作成中に何が発生したかを示すテ

キストが、 [Creating scsi/raw resource] というタイトルのウィンドウに表示されます。

8. [Next]をクリックしてください。階層が正常に作成されたというメッセージが、ウィンドウに表示されます。

9. この時点で、Raw リソース階層の拡張に移動するには [Continue]をクリックし、GUIに戻るには

[Cancel]をクリックします。 [Cancel]をクリックすると、階層が1つのサーバにしか存在しないということを警

告するメッセージが表示され、この時点で保護されなくなります。

Quick Service Protection (QSP) Recovery Kit

はじめに

QSP Recovery Kitは、OSのサービスを簡易的に保護する仕組みを提供します。OSのserviceコマンドで起

動 (start) ・停止 (stop)ができるサービスであれば、容易にリソースが作成できます。Generic Applicationを使っ

ても同じことが実現できますが、QSPを使えばコードの開発が不要です。また、依存関係を作成することで、他

のリソースで保護しているアプリケーションと連携してサービスを起動・停止させることができます。

ただし、QSPのquickCheckでは簡易なチェックしか行っていません( serviceコマンドのstatusを利用していま

す)。実際にそのサービスが提供できているか、プロセスが動作しているかは保証されません。複雑な起動や停

止処理、堅牢なチェックが必要な場合は、Generic Applicationの利用を検討してください。
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要件

QSPで保護するサービスは、以下の要件を満たしている必要があります。
l OSのserviceコマンドで保護したいサービスの起動 (start)と停止 (stop)ができること。また、serviceコマ

ンド成功時は0を返すこと。

l quickCheck機能を有効にする場合は、OSのserviceコマンドで保護したいサービスの状態取得

(status)ができること。また、serviceコマンド成功時は 0を返すこと。

l 保護したいサービス名が256文字以内で、英数記号以外の文字が含まれていないこと。

リソース作成時は、プライマリサーバで保護したいサービスを起動しておく必要があります。

なお、専用のRecovery Kitがあるサービスやアプリケーションではないサービス等については(以下、これらのサー

ビスを「QSP保護対象外サービス」と呼ぶ)、QSP保護対象外となりQSP Recovery Kitでは保護できません。

QSP リソース階層の作成

このオプションは、OSのサービスを保護する場合に使用します。

1. QSPリソース階層の作成を開始するには、次の4つの方法があります。

l サーバアイコンを右クリックして、サーバコンテキストメニューが表示されたら、 [Create Resource
Hierarchy]をクリックしてください。

l グローバルツールバーで、 [Create Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。

l サーバコンテキストツールバーで (表示された場合 )、 [Create Resource Hierarchy]ボタンをクリック

してください。

l [Edit] メニューで、 [Server]を選択して、 [Create Resource Hierarchy]をクリックしてください。

2. [Create ResourceWizard] というタイトルのダイアログが表示され、 [Recovery Kit] リストが示されます。

Quick Service Protectionを選択して、 [Next]をクリックしてください。

3. [Switchback Type]を選択して、 [Next]をクリックしてください。

4. [Server]を選択して、 [Next]をクリックしてください。

注記： サーバコンテキストメニューから開始した場合、クリックしたサーバアイコンから自動的にサーバが決

定されるので、この手順はスキップされます。

5. 次のダイアログで、 [Service Name]にサービスの一覧が示されます。保護したいサービスを選択して

[Next]をクリックしてください。

注記： サービスが起動していない場合は、リストに表示されないことがあります。その場合は、 [Cancel]を
クリックして処理を中断し、サービス起動後に最初からやり直してください。また、QSP保護対象外サー

ビスは表示されません。

6. quickCheck機能を有効にする場合は [enable]を選択、無効にする場合は [disable]を選択し、

[Next]をクリックしてください。この設定は後から変更することも可能です。

注記： serviceコマンドで状態取得 (status)がサポートされていないサービスでは、QSPの監視機能を

使用できませんので必ず “disable”を選択してください。
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7. [Resource Tag]を入力してください。これは、リソースインスタンスに対する一意の名前です。

(これは、ステータス表示でこのリソースに対して表示されるラベルです。)

8. [Create Instance]をクリックして、作成プロセスを起動してください。インスタンス作成のステータスを示す

メッセージがウィンドウに表示されます。

9. [Next]をクリックしてください。続けて拡張を行うダイアログが表示されます。GUIに戻るには [Cancel]をク

リックしてください。 [Cancel]をクリックすると、階層が１つのサーバにしか存在しないという警告が表示さ

れ、この時点では LifeKeeperによる保護は行われません。

QSP リソース階層の拡張

この操作は、リソース階層の拡張に関するセクションで説明されているように、QSP リソース階層の作成を終了

した後に自動的に開始したり、既存のQSP リソースから開始することができます。それが済んだら、次に以下の

手順を完了します。

1. LifeKeeperが提供する [Resource Tag]を選択するか、またはターゲットサーバ上のリソース階層に対す

る独自のタグを入力してください。

2. [Extend]をクリックして、拡張プロセスを起動してください。ダイアログに拡張操作のステータスが表示さ

れ、階層が正常に拡張されたことを示すメッセージが表示されて終了します。同じリソース階層を別の

サーバに拡張する場合は、 [Next Server]をクリックしてください。その場合は、拡張の操作が繰り返され

ます。または、 [Finish]をクリックして、この操作を完了してください。

3. 拡張された階層が確認されると、確認情報がダイアログに表示されます。これが終了すると、 [Done]ボ
タンが有効になります。 [Done]をクリックして終了してください。

QSPリソースのコンフィグレーション

QSPリソース固有の設定として以下の項目があります。

設定項目 デフォルト値 意味

監視機

能
quickCheck リソース作成時

に指定
監視機能の有効・無効の設定。

タイムア

ウト

restore 0 restoreのタイムアウト (単位：秒 )を指定する。0が指定された場合

はタイムアウトしない。

remove 0 removeのタイムアウト (単位：秒 )を指定する。0が指定された場合

はタイムアウトしない。

quickCheck 0 quickCheckのタイムアウト (単位：秒 )を指定する。0が指定された

場合はタイムアウトしない。

recover 0 recoverのタイムアウト (単位：秒 )を指定する。0が指定された場合

はタイムアウトしない。

設定値の確認・変更はリソースのプロパティを表示させ [QSP Configuration] タブから行うことができます。また、

設定はノード毎に行う必要があります。 なお、quickCheck機能を無効にした場合、タイムアウトの

quickCheck と recoverは表示されません。また変更もできません。
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監視機能の変更方法

1. リソースプロパティの [QSP Configuration] タブを表示して、 [Change quickCheck]をクリックしてください。

2. quickCheckを有効にする場合は [enable]を選択、無効にする場合は [disable]を選択してください。

3. [Change]をクリックすると変更処理が起動して、変更処理のメッセージが表示されます。

4. [Done]をクリックして終了してください。

注記： 全ノードの設定を変更することはできません。変更した場合は、他のノードでも変更してくださ

い。
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タイムアウト値の変更方法

1. リソースプロパティの [QSP Configuration] タブを表示して、 [Change Timeout]をクリックしてください。

2. 変更したいタイムアウトのアクションを選択して、 [Next]をクリックしてください。

注記：監視機能が無効の場合は、 [quickCheck] と [recover]は選択肢に表示されません。

3. 秒単位でタイムアウト値を入力してください。

注記：10進数で入力してください。数字以外の文字は無効です。

4. [Change]をクリックすると変更処理が起動して、変更処理のメッセージが表示されます。

5. [Done]をクリックして終了してください。

注記： 全ノードの設定を変更することはできません。変更した場合は、他のノードでも変更してくださ

い。
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リソースのプロパティの編集

1. リソースのプロパティを編集するには、リソースのプロパティを表示する場合と同様に、 [Resource
Properties]ダイアログを表示してください。

2. 該当のサーバに適切な権限でログインした場合は、次の項目が編集可能になります。

l スイッチバック

l リソース設定 (特殊な設定を持つリソースの場合のみ)

l リソースの優先順位

3. 変更が加えられると、[Apply]ボタンが有効になります。このボタンをクリックすると変更が適用されます。

ウィンドウは閉じられません。

4. 完了したら、[OK]をクリックし、変更内容を保存してウィンドウを閉じるか、または [Cancel]をクリックし

て、変更内容を適用せずにウィンドウを閉じます。

リソースの優先順位の編集

リソース階層が定義されているサーバの優先順位は、編集または変更することができます。最初に、リソースの

プロパティを表示する場合と同様に、Resource Propertiesダイアログを表示してください。下に示すように

Resource Propertiesダイアログの [Equivalencies] タブに、サーバ上の特定のリソースに対する優先順位が表

示されます。
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優先順位を変更するには、次の2つの方法があります。

l [Up]/[Down]ボタンを使用してイクイバレンシを移動することにより、優先順位を変更してください。また

は

l 優先順位の値を直接編集してください。

[Up]および [Down]ボタンの使用

1. Equivalencies表で行をクリックして、イクイバレンシを選択してください。選択したイクイバレンシに応じ

て、[Up]または [Down]ボタンが有効になります。最も優先順位が高いサーバを選択した場合以外

は、[Up]ボタンが有効になります。最も優先順位が低いサーバを選択した場合以外は、[Down]ボタン

が有効になります。

2. [Up]または [Down]をクリックして、優先順位リストのイクイバレンシを移動してください。
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数値の優先順位の列は変更されませんが、イクイバレンシがリスト内で上下に移動します。

優先順位の値の編集

1. Equivalencies表のPriority列で優先順位の値をクリックすることにより、優先順位を選択してください。

優先順位の値の周りにボックスが表示され、値が強調表示されます。

2. 必要な優先順位を入力して、Enterを押してください。

l 注記 :有効なサーバの優先順位は、1～ 999です。

優先順位を編集した後、Equivalencies表が再ソートされます。

変更の適用

Equivalencies表で必要な優先順位を設定したら、[Apply] (または [OK])をクリックして変更を適用します。

[Apply]ボタンをクリックすると、加えられた変更内容が適用されます。[OK]ボタンをクリックすると、加えられた変

更内容が適用され、ウィンドウが閉じられます。[Cancel]ボタンをクリックすると、[Apply]が直前にクリックされて

いるので、加えられた変更内容を保存せずにウィンドウが閉じられます。

リソース階層の拡張

LifeKeeperの [Extend Resource Hierarchy]オプションは、あるサーバから既存の階層をコピーして、別の

LifeKeeperサーバ上に同様の階層を作成します。階層が他のサーバに拡張されると、そのリソースに対してカス

ケーディングフェイルオーバが使用可能になります。既存の階層が現在存在するサーバは、テンプレートサーバと

呼ばれます。新たに拡張された階層が配置されるサーバは、ターゲットサーバと呼ばれます。

ターゲットサーバは、拡張された階層をサポートすることができ、他のリモートサーバ上の同等の階層と (アクティブ

な LifeKeeperコミュニケーションパスを介して)通信できなければなりません。つまり、既存の階層内のリソースに

関連付けられているすべてのリカバリキットが、ターゲットサーバだけでなく、階層が現在存在する他のすべての

サーバに既にインストールされている必要があります。

1. GUIを介してリソース階層を拡張するには、次の5つの方法があります。

l 新しいリソース階層を作成してください。階層が作成されたことがダイアログに表示されたら、

[Continue]ボタンをクリックして、Pre-ExtendWizardを介して新しい階層の拡張を開始してくだ

さい。

l グローバルまたはサーバ固有のリソースアイコンを右クリックして、リソースコンテキストメニューを表

示し、次に [Extend Resource Hierarchy]をクリックして、Pre-ExtendWizardを介して選択したリ

ソースを拡張してください。

l グローバルツールバーで、[Extend Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。 [Pre-Extend
Wizard]ダイアログが表示されたら、[Template Server]および [Tag to Extend]を選択し、それ

ぞれ選択した後に [Next]をクリックしてください。

l リソースコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Extend Resource Hierarchy]ボタンをク

リックして、Pre-ExtendWizardを表示してください。

l [Edit] メニューで、[Resource]を選択して、[Extend Resource Hierarchy]をクリックしてくださ
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い。 [Pre-ExtendWizard]ダイアログが表示されたら、[Template Server]および [Tag to Extend]
を選択し、それぞれ選択した後に [Next]をクリックしてください。

2. デフォルトの [Target Server]を選択するか、または選択リストの中から 1つ入力して、[Next]をクリックし

てください。

3. [Switchback Type]を選択して、[Next]をクリックしてください。

4. デフォルト値を選択するか、または独自の [Template Priority]を入力して、[Next]をクリックしてくださ

い。

5. 独自の [Target Priority]を選択するか入力して、[Next]をクリックしてください。

6. ダイアログに、次に実行される拡張前のチェックが表示されます。これらのテストが成功した場合、

LifeKeeperは、拡張している特定の種類のリソースに必要な手順の実行を開始します。

[Extend Resource Hierarchy]オプションの [Accept Defaults]ボタンは、LifeKeeperの [Extend Resource
Hierarchy]のデフォルト値を熟知して、値の入力や確認をしないで素早くLifeKeeperリソース階層を拡張した

いユーザ向けです。GUIダイアログを使用して対話的に段階を追って LifeKeeperリソース階層を拡張する場合

は、[Next]ボタンを選択します。

注記 :マルチルート階層のすべてのルートは、まとめて拡張する必要があります。つまり、単一ルート階層として

拡張することはできません。

注記 : コマンドラインによる手順については、SAP ドキュメントのコマンドラインからのSAP リソースの拡張を参照

してください。

ファイルシステムリソース階層の拡張

この操作は、リソース階層の拡張に関するセクションで説明されているように、ファイルシステムリソース階層の作

成を完了した後に自動的に開始したり、既存のファイルシステムリソースから開始することができます。それが済

んだら、次に以下の手順を完了します。これらの手順は、ファイルシステムリソースに固有のものです。

1. [Extend gen/filesys Resource Hierarchy]ダイアログボックスが表示されます。ファイルシステム階層に対

して [Mount Point]を選択し、[Next]をクリックしてください。

2. LifeKeeperが提供する [Root Tag]を選択するか、またはターゲットサーバ上のリソース階層に対する独

自のタグを入力して、[Next]をクリックしてください。

3. ダイアログに拡張操作のステータスが表示され、階層が正常に拡張されたことを示すメッセージが表示さ

れて終了します。同じリソース階層を別のサーバに拡張する場合は、[Next Server]をクリックしてくださ

い。その場合は、拡張の操作が繰り返されます。または、[Finish]をクリックして、この操作を完了してく

ださい。

4. 拡張された階層が検証されると、確認情報がダイアログに表示されます。これが終了すると、[Done]ボ
タンが有効になります。[Done]をクリックして終了してください。

Generic Application リソース階層の拡張

この操作は、リソース階層の拡張に関するセクションで説明されているように、Generic Applicationリソース階層

の作成を終了した後に自動的に開始したり、既存のGeneric Applicationリソースから開始することができま

す。それが済んだら、次に以下の手順を完了します。これらの手順は、Generic Applicationリソースに固有のも
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のです。

1. LifeKeeperが提供する [Root Tag]を選択するか、またはターゲットサーバ上のリソース階層に対する独

自のタグを入力して、[Next]をクリックしてください。

2. 次に [Application Information] (オプション)を入力し、[Next]をクリックしてください。

3. ダイアログに拡張操作のステータスが表示され、階層が正常に拡張されたことを示すメッセージが表示さ

れて終了します。同じリソース階層を別のサーバに拡張する場合は、[Next Server]をクリックしてくださ

い。その場合は、拡張の操作が繰り返されます。または、[Finish]をクリックして、この操作を完了してく

ださい。

4. 拡張された階層が確認されると、確認情報がダイアログに表示されます。これが終了すると、[Done]ボ
タンが有効になります。[Done]をクリックして終了してください。

Raw デバイスリソース階層の拡張

この操作は、リソース階層の拡張に関するセクションで説明されているように、Rawデバイスリソース階層の作

成を終了した後に自動的に開始したり、既存のRawデバイスリソースから開始することができます。それが済ん

だら、次に以下の手順を完了します。これらの手順は、Rawデバイスリソースに固有のものです。

1. LifeKeeperが提供する [Root Tag]を選択するか、またはターゲットサーバ上のリソース階層に対する独

自のタグを入力して、[Next]をクリックしてください。

2. ダイアログに拡張操作のステータスが表示され、階層が正常に拡張されたことを示すメッセージが表示さ

れて終了します。同じリソース階層を別のサーバに拡張する場合は、[Next Server]をクリックしてくださ

い。その場合は、拡張の操作が繰り返されます。または、[Finish]をクリックして、この操作を完了してく

ださい。

3. 拡張された階層が検証されると、確認情報がダイアログに表示されます。これが終了すると、[Done]ボ
タンが有効になります。[Done]をクリックして終了してください。

階層の拡張解除

LifeKeeperの [Unextend Resource Hierarchy]オプションは、単一サーバから階層全体 (すべてのリソースを含

む)を削除します。これは、すべてのサーバから 1つの階層を削除する [Delete Resource Hierarchy]選択項

目とは異なります。

[Unextend Resource Hierarchy]を使用する場合、既存の階層を削除するサーバは、ターゲットサーバと呼ば

れます。

[Unextend Resource Hierarchy]選択項目は、ターゲットへのアクティブな LifeKeeperコミュニケーションパスを

持つ LifeKeeperサーバから使用することができます。

1. 開始するには、次の5つの可能な方法があります。

l 拡張解除したいリソース階層 /サーバの組み合わせに対するアイコンを右クリックしてください。リ

ソースコンテキストメニューが表示されたら、 [Unextend Resource Hierarchy]をクリックしてくださ

い。

l 拡張解除したいグローバルリソース階層のアイコンを右クリックしてください。リソースコンテキストメ

ニューが表示されたら、 [Unextend Resource Hierarchy]をクリックしてください。ダイアログが表
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示されたら、リソース階層の拡張を解除するサーバを [Target Server]リストで選択し、[Next]を
クリックしてください。

l グローバルツールバーで、[Unextend Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。ダイアロ

グが表示されたら、リソース階層の拡張を解除するサーバを [Target Server]リストで選択し、

[Next]をクリックしてください。次のダイアログで、[Hierarchy to Unextend]リストから拡張解除し

たいリソース階層を選択し、再度 [Next]をクリックしてください。

l リソースコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Unextend Resource Hierarchy]ボタンを

クリックしてください。

l [Edit] メニューで、[Resource]をポイントして、[Unextend Resource Hierarchy]をクリックしてくだ

さい。ダイアログが表示されたら、リソース階層の拡張を解除するサーバを [Target Server]リスト

で選択し、[Next]をクリックしてください。次のダイアログで、[Hierarchy to Unextend]リストから

拡張解除したいリソース階層を選択し、再度 [Next]をクリックしてください。

2. 拡張解除するように指定したサーバおよびリソース階層を確認するメッセージが、ダイアログに表示されま

す。[Unextend]をクリックしてアクションを実行してください。

3. 出力パネルが有効な場合、ダイアログが閉じて、リソース階層の拡張を解除するコマンドの結果が出力

パネルに表示されます。有効でない場合は、ダイアログが表示されたままこれらの結果が表示されます。

すべての結果が表示されたら、[Done]をクリックして終了します。

リソース依存関係の作成

ほとんどのRecovery Kitsでは、元のリソース階層作成タスク中にそれらの依存関係が作成されますが、特定

の条件下では、新規または追加のリソース依存関係を作成したり、既存のリソース依存関係を削除すること

が必要になる場合があります。一例として、既存の IP依存関係を別の IPアドレスに変更する場合が挙げら

れます。リソース階層全体を削除して、新しいリソース階層を作成する代わりに、既存の IP依存関係を削除

して、異なる IPアドレスを持つ新しい依存関係を作成することができます。

1. 開始するには、次の4つの可能な方法があります。

l 親子依存関係を追加したい、サーバの下の親サーバ固有のリソース、または親グローバルリソー

スに対するアイコンを右クリックしてください。リソースコンテキストメニューが表示されたら、 [Create
Dependency]をクリックしてください。

注記 :右ペインでサーバ固有のリソースを右クリックした場合、[Server]の値はそのサーバになりま

す。左ペインでグローバルリソースを右クリックした場合、[Server]の値は、リソースが最も高い優

先度を持つサーバになります。

l グローバルツールバーで、[Create Dependency]ボタンをクリックしてください。ダイアログが表示さ

れたら、リソース依存関係の作成を開始するサーバを [Server]リストで選択し、[Next]をクリック

してください。次のダイアログで、[Parent Resource Tag]リストから親リソースを選択し、再度

[Next]をクリックしてください。

l リソースコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Create Dependency]ボタンをクリックしてく

ださい。

l [Edit] メニューで、[Resource]をポイントして、[Create Dependency]をクリックしてください。ダイア

ログが表示されたら、リソース依存関係の作成を開始するサーバを [Server]リストで選択し、
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[Next]をクリックしてください。次のダイアログで、[Parent Resource Tag]リストから親リソースを選

択し、再度 [Next]をクリックしてください。

2. サーバ上の既存の有効なリソースのドロップダウンボックスから、[Child Resource Tag]を選択してくださ

い。以下の例外を持つサーバ上で利用可能なすべてのリソースが、ダイアログに表示されます。

l 親リソース、その先祖、およびその子。

l 親リソースと同じサーバに拡張されていないリソース。

l 親リソースと同じ相対優先度を持たないリソース。

l 親リソースが稼働中の場合に、親と同じサーバ上で稼働していないリソース。

[Next]をクリックして、次のダイアログに進んでください。

3. このダイアログで、依存関係の作成に対して適切な親および子のリソースタグが選択されていることを確

認できます。[Create Dependency]をクリックして、親を拡張したクラスタ内のすべてのサーバで依存関

係を作成してください。

4. 出力パネルが有効な場合、ダイアログが閉じて、依存関係を作成するコマンドの結果が出力パネルに

表示されます。有効でない場合は、ダイアログが表示されたままこれらの結果が表示されます。 すべての

結果が表示されたら、[Done]をクリックして終了します。

リソース依存関係の削除

1. 開始するには、次の4つの可能な方法があります。

l 親子依存関係を削除したい、サーバの下の親サーバ固有のリソース、または親グローバルリソー

スに対するアイコンを右クリックしてください。リソースコンテキストメニューが表示されたら、 [Delete
Dependency]をクリックしてください。

l グローバルツールバーで、[Delete Dependency]ボタンをクリックしてください。ダイアログが表示さ

れたら、リソース依存関係の削除を開始するサーバを [Server]リストで選択し、[Next]をクリック

してください。次のダイアログで、[Parent Resource Tag]リストから親リソースを選択し、再度

[Next]をクリックしてください。

l リソースコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Delete Dependency]ボタンをクリックしてく

ださい。

l [Edit] メニューで、[Resource]をポイントして、[Delete Dependency]をクリックしてください。ダイア

ログが表示されたら、リソース依存関係の削除を開始するサーバを [Server]リストで選択し、

[Next]をクリックしてください。次のダイアログで、[Parent Resource Tag]リストから親リソースを選

択し、再度 [Next]をクリックしてください。

2. ドロップダウンボックスから [Child Resource Tag]を選択してください。これは、削除したい依存関係に

おける子のタグ名である必要があります。[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. このダイアログで、依存関係の削除に対して適切な親および子のリソースタグが選択されていることを確

認できます。[Delete Dependency]をクリックして、クラスタ内のすべてのサーバ上の依存関係を削除し

てください。

4. 出力パネルが有効な場合、ダイアログが閉じて、依存関係を削除するコマンドの結果が出力パネルに
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すべてのサーバからの階層の削除

表示されます。有効でない場合は、ダイアログが表示されたままこれらの結果が表示されます。 すべての

結果が表示されたら、 [Done]をクリックして終了します。

すべてのサーバからの階層の削除

1. 開始するには、次の5つの可能な方法があります。

l 削除を開始するサーバの下の、削除したい階層にあるリソースのアイコンを右クリックしてください。

リソースコンテキストメニューが表示されたら、 [Delete Resource Hierarchy]をクリックしてくださ

い。

l 削除したい階層にあるグローバルリソースのアイコンを右クリックしてください。リソースコンテキストメ

ニューが表示されたら、 [Delete Resource Hierarchy]をクリックしてください。ダイアログが表示さ

れたら、リソース階層の削除を開始するサーバを [Server]リストで選択し、[Next]をクリックしてく

ださい。

l グローバルツールバーで、[Delete Resource Hierarchy]ボタンをクリックしてください。ダイアログが

表示されたら、リソース階層の削除を開始するサーバを [Target Server]リストで選択し、[Next]
をクリックしてください。次のダイアログで、[Hierarchy to Delete]リストから削除したい階層内のリ

ソースを選択し、再度 [Next]をクリックしてください。

l プロパティパネルのリソースコンテキストツールバーで (表示された場合 )、[Delete Resource
Hierarchy]ボタンをクリックしてください。

l [Edit] メニューで、[Resource]をポイントして、[Delete Resource Hierarchy]をクリックしてくださ

い。ダイアログが表示されたら、リソース階層の削除を開始するサーバを [Target Server]リストで

選択し、[Next]をクリックしてください。次のダイアログで、[Hierarchy to Delete]リストから削除し

たい階層内のリソースを選択し、再度 [Next]をクリックしてください。

2. 削除するために指定した階層を確認するメッセージが、ダイアログに表示されます。[Delete]をクリックし

てアクションを実行してください。

3. 出力パネルが有効な場合、ダイアログが閉じて、階層を削除するコマンドの結果が出力パネルに表示

されます。有効でない場合は、ダイアログが表示されたままこれらの結果が表示されます。 すべての結果

が表示されたら、[Done]をクリックして終了します。
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LifeKeeper User Guide

LifeKeeper User Guide
User Guideは、検索可能な総合リソースで、LifeKeeperのGUIで実行できる多くの作業の詳細情報がありま

す。このドキュメンテーションにアクセスするには、User Guideをクリックしてください。

GUIから実行できる作業は 3つの分野に分類できます。

共通の作業 -これらはどのユーザでも実行できる基本的な作業で、クラスタへの接続、サーバやリソースのプロ

パティの表示、ログファイルの表示、GUIの設定の変更などがあります。

オペレータの作業 -これらはOperator (オペレータ)の権限を必要とする高度な作業で、リソースを in serviceお
よびout of serviceにする操作などがあります。

管理者の作業 -これらは、Administrator (管理者 )の権限を必要とする作業です。サーバのプロパティの編集、

リソースの作成、コミュニケーションパスの作成や削除などのサーバレベルの作業、およびリソースの編集、拡

張、削除などのリソースレベルの作業があります。

以下の表に、それぞれのユーザ権限で使用できるデフォルトの作業を示します。特定のリソースタイプについてそ

の他の作業が使用できることがあります。これらの作業については、関連するリソースキットのドキュメントで説明

しています。

作業
権限

ゲスト オペレータ 管理者

サーバとリソースの表示 X X X

サーバへの接続と切断 X X X

サーバのプロパティとログの表示 X X X

サーバのプロパティの変更 X

リソース階層の作成 X

コミュニケーションパスの作成と削除 X

リソースのプロパティの表示 X X X

リソースのプロパティの変更 X

リソースのサービス中とサービス休止の切り替え X X

リソース階層の拡張と拡張解除 X

リソースの依存関係の作成と削除 X

リソース階層の削除 X

LifeKeeper for Linux の使用

以下のトピックでは、LifeKeeperのグラフィカルユーザインターフェース (GUI)、およびLifeKeeperのGUIから実行

できる多数の作業について詳しく説明しています。
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GUI

GUI
GUIのコンポーネントは、LifeKeeper Coreのインストールの一部として、すでにインストールされています。

LifeKeeperのGUIは、Javaテクノロジを使用して、LifeKeeperおよびその設定データ用にグラフィカルユーザイン

ターフェースを提供します。LifeKeeperのGUIはクライアント /サーバアプリケーションなので、ユーザはクライアント

システムでグラフィカルユーザインターフェースを実行して、LifeKeeperが動作中のサーバシステムの監視や管理

を行います。クライアントとサーバのコンポーネントは、同一システム上にある場合も、ない場合もあります。

GUI の概要 - 全般

クラスタマシンの必要なグループメンバシップをユーザが持っている限り、GUIを使用することで、任意のマシンか

ら、任意のクラスタ内のサーバとリソースの管理、操作、または監視ができます (詳細については、GUIのユーザ

の設定を参照 )。GUIのサーバとクライアントのコンポーネントについて説明します。

GUIサーバ

GUIサーバは、ハイパーテキスト転送プロトコル (HTTP)とリモートメソッド呼び出し (RMI)を使用してGUI クライ

アントと通信します。デフォルトでは、GUIサーバは LifeKeeperの起動時に初期化されますが、任意に設定す

ることもできます。GUIサーバの開始 /停止を参照してください。

GUI クライアント

GUI クライアントは、任意のLifeKeeperサーバ上のアプリケーションとして、または Javaが有効な任意のシステ

ム上のWebクライアントとして実行できます。

クライアントには、以下のコンポーネントがあります。

l 左上のステータスの表には、接続しているサーバとそのリソースの上位のステータスが表示されます。

l 右上のプロパティパネルには、ステータスの表で直前に選択したオブジェクトの詳細情報が表示されま

す。

l 下部の出力パネルには、コマンドの出力が表示されます。

l ウィンドウの最下部にあるメッセージバーには、処理のステータスメッセージが表示されます。

l コンテキストツールバー (プロパティパネル内 )とグローバルツールバーを使用すると、頻繁に使用する作業

に即座にアクセスできます。

l コンテキストメニュー (ポップアップ)とグローバルメニューから、すべての作業にアクセスできます。

GUI クライアントの終了

[File] メニューから [Exit]を選択すると、すべてのサーバから切断され、クライアントが終了します。

LifeKeeper GUI ソフトウェアパッケージ

LifeKeeper GUIは、LifeKeeper Coreパッケージクラスタにバンドルされている steeleye-lkGUI ソフトウェアパッ
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メニュー

ケージに含まれています。steeleye-lkGUIパッケージは、以下の動作を実行します。

l JavaアーカイブフォーマットのLifeKeeper GUI クライアントをインストールする。

l LifeKeeper GUIサーバをインストールする。

l LifeKeeper管理 Webサーバをインストールする。

注記 : LifeKeeper管理 Webサーバは、パブリックWebサーバとは異なるポート 81を使用するように設

定されます。

l ディレクトリ /opt/LifeKeeper/htdoc/に Javaポリシーファイルをインストールします。このファイルには、

LifeKeeper GUIの実行に必要な最小限の権限があります。LifeKeeper GUIアプリケーションは、この場

所にある java.policy ファイルを使用して、アクセスを制御します。

l GUI管理用に LifeKeeperを準備する。

続行する前に、LifeKeeperサーバに LifeKeeper GUIパッケージがインストール済みであることを確認する必要が

あります。コマンド rpm -qi steeleye-lkGUIを入力して、このパッケージがインストール済みであるかどうか

を確認できます。GUIパッケージがインストール済みである場合、出力にパッケージ名 steeleye-lkGUIが表

示されます。

メニュー

SIOS LifeKeeper for Linuxのメニュー

リソースのコンテキストメニュー

リソースのコンテキストメニューは、ステータスの表内にあるグローバル (クラスタ全体の)リソース (上図 )、または

サーバ固有のリソースインスタンス (下図 )を右クリックしたときに表示されます。デフォルトのリソースコンテキストメ

ニューについて、ここで説明しますが、このメニューは特定のリソースタイプについてカスタマイズされていることがあ

ります。この場合、メニューは該当するリソースキットのドキュメンテーションで説明されています。
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サーバのコンテキストメニュー

選択したリソースについて、動作が呼び出されます。特定のサーバ上にあるリソースインスタンスを選択した場

合、そのサーバについて動作が呼び出されます。一方、グローバル (クラスタ全体の)リソースを選択した場合

は、サーバを選択する必要があります。

In Service -リソース階層を in serviceにします。

Out of Service -リソース階層を out of serviceにします。

Extend Resource Hierarchy -フェイルオーバをサポートするために、リソース階層を別のサーバに拡張します。

Unextend Resource Hierarchy -1台のサーバから拡張リソース階層を削除します。

Create Dependency -2つのリソース間に親 /子の関係を作成します。

Delete Dependency -2つのリソース間にある親 /子の関係を削除します。

Delete Resource Hierarchy -リソース階層を LifeKeeperクラスタ内のすべてのサーバから削除します。

Properties -[Resource Properties]ダイアログを表示します。

サーバのコンテキストメニュー

サーバのコンテキストメニューは、ステータスの表内にあるサーバアイコンを右クリックしたときに表示されます。この

メニューは [Edit] メニューの [Server]サブメニューと同じですが、動作は常に、最初に選択したサーバ上で呼び

出される点が異なります。
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[File] メニュー

Disconnect -クラスタから切断します。

Refresh -GUIを最新情報に更新します。

View Logs -接続しているサーバについて、LifeKeeperのログメッセージを表示します。

Create Resource Hierarchy -リソース階層を作成します。

Create Comm Path -サーバ間にコミュニケーションパスを作成します。

Delete Comm Path -サーバからコミュニケーションパスを削除します。

Properties -[Server Properties]ダイアログを表示します。

[File] メニュー

Connect - LifeKeeperクラスタに接続します。LifeKeeperクラスタ内の各サーバに接続するには、そのサーバでロ

グイン認証が必要です。

Exit -すべてのサーバから切断し、GUIのウィンドウを閉じます。
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[Edit] メニュー - [Resource]

[Edit] メニュー - [Resource]

In Service -リソース階層を in serviceにします。

Out of Service -リソース階層を out of serviceにします。

Extend Resource Hierarchy -フェイルオーバをサポートするために、リソース階層を別のサーバに拡張します。

Unextend Resource Hierarchy - 1台のサーバから拡張リソース階層を除去します。

Create Dependency - 2つのリソース間に親 /子の関係を作成します。

Delete Dependency - 2つのリソース間にある親 /子の関係を削除します。

Delete Resource Hierarchy -リソース階層を LifeKeeperクラスタ内のすべてのサーバから削除します。

Properties - [Resource Properties]ダイアログを表示します。

[Edit] メニュー - [Server]
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[View] メニュー

Disconnect -クラスタから切断します。

Refresh - GUIを最新情報に更新します。

View Logs -接続しているサーバについて、LifeKeeperのログメッセージを表示します。

Create Resource Hierarchy -リソース階層を作成します。

Create Comm Path -サーバ間にコミュニケーションパスを作成します。

Delete Comm Path -サーバからコミュニケーションパスを削除します。

Properties -[Server Properties]ダイアログを表示します。

[View] メニュー

Expand Tree -リソース階層ツリー全体を展開します。

Collapse Tree -リソース階層ツリー全体を折り畳みます。

Row Height -リソース階層ツリーおよびリソーステーブルの行の高さを修正します。表示されたリソースの数によ

り大、中、小を選択してください。

Column Width -リソース階層ツリーおよびリソーステーブルの列幅を修正します。表示されたリソースにより自

動 、大、中、小を選択してください。

Resource Labels -このオプショングループを使用すると、リソース階層ツリー内のリソースを、タグ名別 と ID別の

いずれで表示するかを指定できます。

Sort Resources by Label -リソースラベルのみでリソースを分類します。
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[Help] メニュー

Group Resources by Cluster -クラスタサーバおよびリソースラベルによって分類します。同じクラスタ内に属する

リソースが同じグループになります。

Comm Path Redundancy Warning -サーバステータスグラフィックでコミュニケーションパスの状態についての説

明を明記します。

l 選択した場合は、一組のサーバ間のコミュニケーションパスが冗長化されていない場合、サーバ警告が

表示されます。

l 選択しない場合は、一組のサーバ間のコミュニケーションパスが冗長化されていない場合は無視します

が、コミュニケーションパスが切れた場合には、サーバ警告が表示されます。

Global Toolbar -チェックボックスがオンの場合、このコンポーネントを表示します。

Message Bar -チェックボックスがオンの場合、このコンポーネントを表示します。

Properties Panel -チェックボックスがオンの場合、このコンポーネントを表示します。

Output Panel -チェックボックスがオンの場合、このコンポーネントを表示します。

History -メッセージバーに表示された最新メッセージを、LifeKeeperのGUIの [Message History]ダイアログボッ

クスに表示します (最大 1000行 )。

[Help] メニュー

Technical Documentation - SIOS Technology Corp.のテクニカルドキュメンテーションの開始ページを表示し

ます。

About... - LifeKeeper GUIのバージョン情報を表示します。

ツールバー

SIOS LifeKeeper for Linuxのツールバー

GUI のツールバー

このツールバーは、プロパティパネルに表示されるデフォルトのサーバとリソースのコンテキストツールバーを組み合

わせたものですが、このツールバーから動作を実行するときには、サーバとリソースを選択する必要があります。
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GUIのツールバー

Connect -LifeKeeperクラスタに接続します。

Disconnect -LifeKeeperクラスタから切断します。

Refresh -GUIを最新情報に更新します。

View Logs -接続しているサーバについて、LifeKeeperのログメッセージを表示します。

Create Resource Hierarchy -リソース階層を作成します。

Delete Resource Hierarchy -リソース階層を LifeKeeperクラスタ内のすべてのサーバから削除し

ます。

Create Comm Path -サーバ間にコミュニケーションパスを作成します。

Delete Comm Path -サーバからコミュニケーションパスを削除します。

In Service -リソース階層を in serviceにします。

Out of Service -リソース階層をサービス停止にします。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 179



リソースのコンテキストツールバー

Extend Resource Hierarchy -フェイルオーバをサポートするために、リソース階層を別のサーバに

拡張します。

Unextend Resource Hierarchy -1台のサーバから拡張リソース階層を削除します。

Create Dependency -2つのリソース間に親 /子の関係を作成します。

Delete Dependency -2つのリソース間にある親 /子の関係を削除します。

Migrate Hierarchy toMulti-Site Cluster -既存の階層をMulti-Site Cluster環境に移行します。

リソースのコンテキストツールバー

ステータスの表からサーバ固有のリソースインスタンスを選択すると、プロパティパネルにリソースのコンテキストツー

ルバーが表示されます。

選択したサーバとリソースについて、動作が呼び出されます。灰色表示のリソースについて、動作を選択するこ

とはできません。

In Service -リソース階層を in serviceにします。

Out of Service -リソース階層を out of serviceにします。

Extend Resource Hierarchy -フェイルオーバをサポートするために、リソース階層を別のサーバに

拡張します。
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サーバのコンテキストツールバー

Unextend Resource Hierarchy -1台のサーバから拡張リソース階層を削除します。

AddDependency - 2つのリソース間に親 /子の関係を作成します。

Remove Dependency - 2つのリソース間にある親 /子の関係を削除します。

Delete Resource Hierarchy -リソース階層をすべてのサーバから削除します。

サーバのコンテキストツールバー

ステータスの表からサーバを選択すると、プロパティパネルにサーバのコンテキストツールバーが表示されます。選択

したサーバについて、動作が呼び出されます。

Disconnect -LifeKeeperクラスタから切断します。

Refresh -GUIを最新情報に更新します。

View Logs -接続しているサーバについて、LifeKeeperのログメッセージを表示します。

Create Resource Hierarchy -リソース階層を作成します。
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GUIの実行の準備

Delete Resource Hierarchy -リソース階層を LifeKeeperクラスタ内のすべてのサーバから削除し

ます。

Create Comm Path -サーバ間にコミュニケーションパスを作成します。

Delete Comm Path -サーバからコミュニケーションパスを削除します。

GUI の実行の準備

LifeKeeperのGUI - 概要

LifeKeeperのGUIは、Javaテクノロジを使用して、LifeKeeperおよびその設定データとのグラフィカルなステータ

スのインターフェースを提供します。LifeKeeperのGUIはクライアント /サーバアプリケーションなので、ユーザはクラ

イアントシステムでグラフィカルユーザインターフェースを実行して、LifeKeeperが動作中のサーバシステムの監視

や管理を行います。クライアントとサーバは、同一システム上にある場合も、ない場合もあります。クラスタマシン

の必要なグループメンバシップをユーザが持っている限り、LifeKeeperのGUIを使用することで、任意のマシンか

ら、任意のクラスタ内のサーバとリソースの管理、操作、または監視ができます (詳細については、GUIのユーザ

の設定を参照 )。LifeKeeper GUIのサーバとクライアントのコンポーネントについて説明します。

GUIサーバ

システムの起動時に、LifeKeeperクラスタ内の各サーバで、LifeKeeper GUIサーバが初期化されます。

LifeKeeper GUIサーバは、Javaネイティブインターフェース (JNI)経由で LifeKeeper Coreソフトウェアと、リモート

メソッド呼び出し (RMI)を使用して LifeKeeper GUI と通信します。

GUI クライアント

LifeKeeper GUI クライアントは、Linuxシステム上のアプリケーションとして、またはWindowsやUnixシステム上

のWebブラウザから呼び出し可能なアプレットとして動作するように設計されています。

LifeKeeper GUI クライアントには、以下のグラフィカルコンポーネントがあります。

l 左上のステータスの表には、接続しているサーバとそのリソースの上位のステータスが表示されます。

l 右上のプロパティパネルには、ステータスの表で直前に選択したオブジェクトの詳細情報が表示されま

す。

l 下部の出力パネルには、コマンドの出力が表示されます。
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l ウィンドウの最下部にあるメッセージバーには、処理のステータスメッセージが表示されます。

l サーバのコンテキストツールバーとリソースのコンテキストツールバー (プロパティパネル内 )、およびグローバル

ツールバーからは、頻繁に使用する作業に即座にアクセスできます。

l サーバのコンテキストメニューとリソースのコンテキストメニュー (ポップアップ)およびグローバルメニュー

([File]、 [Edit Server]、 [Edit Resource]、{View]、および [Help})からは、すべての作業にアクセスできま

す。

グラフィックのリソース、サーバ、または表のセルを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。また、多く

の作業はこれらのコンテキストメニューから開始できます。この場合、リソースとサーバは自動的に指定されます。

GUI クライアントの開始

LifeKeeper GUIアプレットの開始

Webから LifeKeeper GUIアプレットを実行するには、好みのWebブラウザを開き、URL http://<server
name>:81 (<server name>は LifeKeeperサーバの名前 )に移動します。これにより、そのマシン上にある

LifeKeeper GUIサーバから LifeKeeper GUIアプレットがロードされます。

ロードの完了後、 [Cluster Connect]ダイアログが表示されます。このダイアログで、任意のGUIサーバに接続で

きます。

注記 :アプレットの実行時に、必須のJavaプラグインがシステムにない場合、プラグインをダウンロードするWeb
サイトが自動的に表示されます。また、Javaを有効にするように、ブラウザのセキュリティパラメータを設定する必

要があります。

パラメータが設定済みでもクライアントがロードされない場合は、GUIのトラブルシューティングを参照してくださ

い。

アプリケーションクライアントの開始

ある LifeKeeperサーバで管理者権限を持つユーザは、そのサーバからアプリケーションクライアントを実行できま

す。LifeKeeper GUIアプリケーションを開始するには、グラフィカルウィンドウから

/opt/LifeKeeper/bin/lkGUIappを実行してください。

この操作を実行してもクライアントがロードされない場合は、GUIのトラブルシューティングを参照してください。

GUI クライアントの終了

[File] メニューから [Exit]を選択すると、すべてのサーバから切断され、クライアントが終了します。

LifeKeeperのGUI の設定

GUI管理用のLifeKeeperサーバの設定

各 LifeKeeperサーバについて、以下の手順を実行してください。各手順には、詳細手順の参照先またはリン

クがあります。
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1. 各サーバに、Java実行時環境 (JRE)または Javaソフトウェア開発キット (JDK)をインストールする必要

があります。必要な Javaのバージョンおよび必要なダウンロードにアクセスするためのURLについては、

SPS for Linux リリースノートを参照してください。注記 : JREは、SPSのインストールイメージファイルか

ら、設定スクリプトを実行し、JREのインストールのみを選択することでインストールできます (詳細につい

ては、SPS for Linux インストールガイドを参照 )。

2. 各サーバで、LifeKeeper GUIサーバを開始してください (GUIサーバの開始 /停止を参照 )。注記 : GUI
サーバが後続の初期インストールを開始した後、LifeKeeperの開始と停止は、GUIサーバを含む

LifeKeeperのすべてのデーモンプロセスの開始と停止を行います。

3. root以外のユーザにGUIの使用を許可するように計画している場合は、GUIユーザの設定が必要で

す。

GUIの実行

LifeKeeperのGUIは、以下の場所で実行できます。

l クラスタ内のLifeKeeperサーバ

l クラスタ外のリモートシステム

LifeKeeperクラスタ内のサーバでGUIの設定と実行を行う方法については、LifeKeeperサーバでのGUIの実

行を参照してください。

LifeKeeperクラスタ外のリモートシステムでGUIの設定と実行を行う方法については、リモートシステムでのGUI
の実行を参照してください。

GUIの設定

項目 説明

GUI のクラ

イアントと

サーバの通

信

LifeKeeper GUIのクライアントとサーバは、通信に Javaのリモートメソッド呼び出し (RMI)を使

用します。RMIが正しく動作するためには、クライアントとサーバは解決可能なホスト名または

IPアドレスを使用する必要があります。DNSが実装されていない場合 (または、他の名前の

ルックアップメカニズムを使用して名前が解決できない場合 )は、クライアントとサーバのそれぞれ

について、 /etc/hosts ファイルを編集し、他のすべてのLifeKeeperサーバの名前とアドレスを含

めてください。
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GUI サーバ

の Java プ

ラットフォー

ム

LifeKeeper GUIサーバには、Java実行時環境 (JRE) - Java仮想マシン、Javaプラットフォー

ムのコアクラス、およびサポートするファイル -をインストールする必要があります。JRE for Linux
は、SPS for Linux インストールイメージファイルで提供されています (SPS for Linux インストール

ガイドを参照 )。または、

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.htmlから直接ダウンロード

することもできます (注記 : このサイトから直接ダウンロードする場合は、バージョン 1.8 (x64)をダ

ウンロードしてください。また、32bitのJava実行時環境 (JRE)はサポートしていません)。

注記 :デフォルトでは、LifeKeeper GUIサーバは、JREが各サーバのディレクトリ

/usr/java/jre1.8.0_51にインストールされていると予測します。JREが見つからない場合、GUI
サーバはディレクトリ /usr/java/jdk1.8.0_51から Javaソフトウェア開発キット (JDK)を探します。

JREまたは JDKを別のディレクトリの場所で使用する場合は、LifeKeeperのデフォルトファイル

/etc/default/LifeKeeperのPATHを編集し、Javaインタープリタ java.exeを持つディレクトリを

含めてください。このファイルの編集時に LifeKeeperが実行中である場合は、変更内容を認

識させるために LifeKeeper GUIサーバを停止し、再起動する必要があります。再起動しない

場合、LifeKeeper GUIは Javaコマンドを見つけることができません。

Java リモー

トオブジェク

トレジストリ

のサーバ

ポート

LifeKeeper GUIサーバは、各 LifeKeeperサーバ上のJavaリモートオブジェクトレジストリ用に

ポート 82を使用します。これにより、サーバは、典型的なファイアウォールの後にあるクライアント

からのRMI呼び出しをサポートできます。

LifeKeeper
の管理

Web サー

バ

LifeKeeper GUIサーバには、クライアントのブラウザの通信用に管理 Webサーバが必要です。

現在、LifeKeeper GUIサーバは、管理 Webサーバとして lighttpdWebサーバのプライベートコ

ピーを使用しています。このWebサーバは、steeleye-lighttpdパッケージによりインストールと設

定が実行され、他のWebサーバとの競合を避けるためにポート 81を使用します。

GUI クライ

アントのネッ

トワークアク

セス

LifeKeeper GUI クライアントには、LifeKeeperクラスタ内のすべてのホストへのネットワークアクセ

スが必要です。LifeKeeper GUI クライアントをブラウザ内で実行する場合、アプレットへのネット

ワークアクセスを可能にするためにセキュリティレベルを低下させる必要があります。セキュリティを

低い値に設定した状態で、他のサイトを閲覧しないように注意してください (つまり、イントラ

ネットまたは信頼できるサイトについてのみセキュリティ設定を変更する)。

GUIの制限

項目 説明

GUI の相互

運用性の制

限

LifeKeeper for Linux クライアントは、Linuxサーバ上のLifeKeeperの管理にのみ使用できま

す。LifeKeeper for LinuxのGUI とLifeKeeper forWindowsは、同時には使用できません。

GUI サーバの開始 / 停止

LifeKeeper GUIサーバを開始するには

LifeKeeper GUIサーバが動作していない場合は、root として以下のコマンドを入力してください。

/opt/LifeKeeper/bin/lkGUIserver start
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このコマンドは、管理しているサーバで LifeKeeper GUIサーバのデーモンプロセスが現在動作していない場合、

それらのデーモンプロセスをすべて開始します。以下のようなメッセージが表示されます。

# Installing GUI Log
# LK GUI Server Startup at:

# Mon May 8 14:14:46 EDT 2006
# LifeKeeper GUI Server Startup completed at:

# Mon May 8 14:14:46 EDT 2006

LifeKeeper GUIサーバが開始した後、以降のLifeKeeperの開始操作はすべて、LifeKeeper GUIサーバのプロ

セスを自動的に開始します。

トラブルシューティング

LifeKeeper GUIは、各サーバのポート 81を管理 Webサーバ用に、ポート 82を Javaリモートオブジェクトレジス

トリに使用します。他のアプリケーションがそれらのポートを使用している場合、LifeKeeper GUIは正しく機能し

ません。これらの値は、ファイル /etc/default/LifeKeeperの以下のエントリを編集することにより変更できます。

GUI_WEB_PORT=81 GUI_RMI_PORT=82

注記 : これらのポートの値は、起動時にGUIサーバで初期化されます。ポートの値を変更した場合、

steeleye-lighttpdプロセスを停止し、再起動する必要があります。これらの値は、接続するすべてのクラス

タ全体で同一である必要があります。

LifeKeeper GUIサーバを停止するには

LifeKeeper GUIサーバが動作している場合は、root として以下のコマンドを入力してください。

/opt/LifeKeeper/bin/lkGUIserver stop

このコマンドは、管理しているサーバで LifeKeeper GUIサーバのデーモンプロセスが現在動作している場合、そ

れらのデーモンプロセスをすべて停止します。以下のメッセージが表示されます。

# LifeKeeper GUI Server Shutdown at:
# Fri May 19 15:37:27 EDT 2006
# LifeKeeper GUI Server Shutdown Completed at:

# Fri May 19 15:37:28 EDT 2006

LifeKeeper GUIサーバのプロセス

LifeKeeper GUIサーバが動作していることを確認するには、以下のコマンドを入力してください。

ps -ef | grep runGuiSer

以下のような出力が表示されます。

root 2805 1 0 08:24 ?00:00:00 sh/opt/LifeKeeper/bin/runGuiSer

現在動作している他のGUIサーバのデーモンプロセスのリストを表示するには、以下のコマンドを入力してくださ

い。

ps -ef | grep S_LK
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以下のような出力が表示されます。

root 30228 30145 0 11:20 ? 00:00:00 java -Xint -Xss3M
-DS_LK=true -Djava.rmi.server.hostname=thor48 ...

Java のセキュリティポリシー

LifeKeeperのGUIは、ポリシーベースのアクセス制御を使用します。GUI クライアントのロード時に、現在有効

なセキュリティポリシーに基づいて権限がGUI クライアントに割り当てられます。ポリシーはさまざまな署名者 /場
所からのコードに提供される権限を指定し、外部から設定可能なポリシーファイルから初期化されます。

デフォルトでは、システム全体のポリシーファイルとオプションのユーザポリシーファイルが1つずつあります。システム

全体でコードに権限を付与するシステムポリシーファイルが先にロードされ、次にユーザポリシーファイルが追加さ

れます。LifeKeeper GUIがアプリケーションとして起動される場合は、これらのポリシーファイルに加えて、

LifeKeeper GUIのポリシーファイルもロードされることがあります。

ポリシーファイルの場所

デフォルトでは、システムポリシーファイルは以下の場所にあります。

<JAVA.HOME>/lib/security/java.policy (Linux)

<JAVA.HOME>\lib\security\java.policy (Windows)

注記 : JAVA.HOMEは、システムのプロパティ「JAVA.HOME」の値を指し、JREまたは JDKがインストールされ

たディレクトリの場所を指定します。

ユーザポリシーファイルは「.」の文字で始まり、デフォルトでは以下の場所にあります。

<USER.HOME>\.java.policy

注記 : USER.HOMEは、システムのプロパティ「user.home」の値を指し、ユーザのホームディレクトリを指定しま

す。例えば、Windows NTワークステーション上にあるユーザPaulのホームディレクトリは、「paul.000」です。

Windowsシステムの場合、user.homeのプロパティ値のデフォルト値は以下のとおりです。

C:\WINNT\Profiles\<USER> (マルチユーザWindows NT システム)

C:\WINDOWS\Profiles\<USER> (マルチユーザWindows 95/98 システム)

C:\WINDOWS (シングル－ユーザWindows 95/98 システム)

デフォルトでは、LifeKeeper GUIのポリシーファイルは以下の場所にあります。

/opt/LifeKeeper/htdoc/java.policy (Linux)

ポリシーファイルの作成と管理

デフォルトでは、LifeKeeper GUIがアプリケーションとして起動される場合に LifeKeeper GUIのポリシーファイルが

使用されます。LifeKeeper GUIをアプレットとして実行する場合、ホームディレクトリにユーザポリシーファイルを作

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 187



ポリシーファイルでの権限の付与

成する必要があります (存在しない場合 )。ユーザポリシーファイルは、LifeKeeper GUIを実行するために必要な

最低限の権限を指定する必要があります。このトピックの「ポリシーファイルの例」セクションで後述します。

ポリシーファイルの作成と管理は、単純なテキストエディタ、または Java実行時環境 (JRE)やJava開発キット

(JDK)に含まれるグラフィカルな Policy Toolユーティリティから行うことができます。Policy Toolを使用すると、入

力が簡略化され、ポリシーファイルに必要な構文の知識が不要になります。Policy Toolの使用方法の詳細に

ついては、http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/tools/にあるPolicy Toolのドキュメンテーションを参

照してください。

LifeKeeper GUIを実行するために必要な最低限の権限を持つユーザポリシーファイルを作成する最も簡単な

方法は、 /opt/LifeKeeper/htdoc/java.policyにある LifeKeeper GUIのポリシーファイルをホームディレクトリにコ

ピーし、ファイル名を .java.policyに変更することです (ファイル名の前にあるドットは必須 )。Windowsシステムで

は、ファイルhttp://<server name>:81/java.policy (<server name>は LifeKeeperサーバのホスト名 )を開いて

ホームディレクトリに .java.policyの名前を付けて保存することで、LifeKeeper GUIのポリシーファイルをコピーでき

ます。ユーザポリシーファイルの正しい場所を特定する必要がある場合は、Javaのコントロールパネルを使用し

て Javaコンソールを有効にし、LifeKeeper GUIをアプレットとして起動します。ユーザポリシーファイルのホーム

ディレクトリのパスが、Javaコンソールに表示されます。

ポリシーファイルでの権限の付与

権限は、システムリソースへのアクセスを表します。アプレットにリソースへのアクセスを許可するには、対応する権

限を、アクセスを試行するコードに明示的に付与する必要があります。権限は通常、名前を持ち (「ターゲット

名」として参照される)、場合によっては、1つ以上の動作を含むカンマ区切りリストを持ちます。例えば、以下の

コードは、 /tmpディレクトリのファイルabcに対する読み取りアクセスを表すFilePermissionオブジェクトを作成し

ます。

perm = new java.io.FilePermission("/tmp/abc","read");

この例では、ターゲット名は「/tmp/abc」、動作文字列は「read」です。

ポリシーファイルは、指定したコードソースからのコードに許可する権限を指定します。この例で、

/home/sysadminディレクトリのコードにファイル /tmp/abcへの読み取りアクセスを付与するポリシーファイルのエン

トリは以下のとおりです。

grant codeBase "file:/home/sysadmin/" { permissionjava.io.FilePermission
"/tmp/abc", "read"; };

ポリシーファイルの例

このポリシーファイルの例には、LifeKeeper GUIの実行に必要な最小限の権限があります。このポリシーファイル

は、LifeKeeper GUIパッケージにより /opt/LifeKeeper/htdoc/java.policyにインストールされます。

/*
* LifeKeeper GUI に必要な権限。コードベースで

* これを制限することもできます。ただし、そのようにする場合は、リカバリキットが

* 任意のコードベース付きの任意の jar コンポーネントを持つことができることに

* 注意してください。したがって、これらも含めるには

* grant 文を変更する必要があります。

*/
grant {
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/*
* LifeKeeper クラスタ内のすべてのマシンに対して

* これを行うことができなければなりません。それに合わせてネットワーク仕様を

* 制限することもできます。

*/
permission java.net.SocketPermission"*", "accept,connect,resolve";
/*
* リモートプロパティファイルおよび

* jar ファイルを取得するには、URLClassLoaders を使用してください。

*/
permission java.lang.RuntimePermission"createClassLoader";
/*
* GUI をアプリケーションとして実行する場合のみ以下が必要です

* (デフォルトの RMI セキュリティマネージャは、

* ブラウザがアプレット用にインストールするセキュリティマネージャよりも

* 制限あり)。
*/
permission java.util.PropertyPermission "*","read";
permission java.awt.AWTPermission "*";
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>","read,execute";

};

Java プラグイン

使用しているブラウザに関係なく (サポートするブラウザを参照 )、ブラウザが初めて LifeKeeper GUIのロードを試

行するときには、Javaプラグインソフトウェアを自動ダウンロードするか、Javaプラグインソフトウェアのダウンロード

とインストールを行うWebページを表示します。その後は、Javaプラグインソフトウェアのテクノロジをサポートする

Webページに遭遇するたびに、ブラウザは Javaプラグインソフトウェアを自動的に起動します。

Javaプラグインのダウンロード

Javaプラグインソフトウェアは、Solaris、Linux、およびWindowsのJava実行時環境 (JRE)の一部として含ま

れています。JREのダウンロードには、お使いのネットワークとシステム設定のサイズにより、合計で 3～ 10分か

かります。ダウンロードのWebページには、JRE とJavaプラグインソフトウェアについての詳細なドキュメンテーショ

ンとインストール手順があります。

注記 1:プラグインのインストール後、およびプラグインのプロパティを変更するたびに、ブラウザを閉じて再起動す

る必要があります。

注記 2: LifeKeeperは、Javaプラグインのversion 8 update 51をサポートしています。

リモートシステムでのGUI の実行

LifeKeeper GUIを Javaアプレットとして実行することにより、LifeKeeperクラスタ外のLinux、Unix、または

Windowsのシステムから LifeKeeperの管理ができます。この環境でのGUIの設定と実行について、説明しま

す。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 189



リモートシステムでのGUIの設定

リモートシステムでのGUIの設定

リモートのLinux、Unix、またはWindowsのシステムで LifeKeeper GUIを実行するには、使用するブラウザが

JDK 1.8 (x64)アプレットをフルにサポートする必要があります。LifeKeeper GUIでサポートされているプラットフォー

ムおよびブラウザについては、SPS for Linux リリースノートを参照してください。

1. LifeKeeper GUIをアプレットとして実行する場合、ホームディレクトリにユーザポリシーファイルを作成する

必要があります (存在しない場合 )。ユーザポリシーファイルには、LifeKeeper GUIの実行に必要な最小

限の権限を指定する必要があります。

l LifeKeeper GUIを実行するために必要な最小限の権限を持つユーザポリシーファイルを

作成する最も簡単な方法は、 /opt/LifeKeeper/htdoc/java.policyにある LifeKeeper
GUIのポリシーファイルをホームディレクトリにコピーし、ファイル名を .java.policyに変更し

ます (ファイル名の前にあるドットは必須 )。Windowsシステムでは、ファイルhttp://<server
name>:81/java.policy (<servername>は LifeKeeperサーバのホスト名 )を開いてホーム

ディレクトリに .java.policyの名前を付けて保存することで、LifeKeeper GUIのポリシーファ

イルをコピーできます。ユーザポリシーファイルの正しい場所を特定する必要がある場合

は、Javaのコントロールパネルを使用して Java コンソールを有効にし、LifeKeeper GUIを
アプレットとして起動します。ユーザポリシーファイルのホームディレクトリのパスが、Javaコン

ソールに表示されます。

l ユーザポリシーファイルがすでにある場合は、LifeKeeperサーバの /opt/LifeKeeper/
htdoc/java.policyに指定されている必須エントリを、単純なテキストエディタを使用して

既存のファイルに追加できます。詳細については、Javaのセキュリティポリシーを参照してく

ださい。

2. ブラウザのセキュリティパラメータを低に設定する必要があります。この設定では通常、JavaとJavaアプ

レットが有効になります。さまざまなブラウザとバージョンが存在するので、ブラウザのセキュリティパラメータの

設定手順はGUIアプレットを使用するためのブラウザのセキュリティパラメータの設定で説明しています。

注記 :セキュリティを低く設定した状態で外部サイトを閲覧するときには、注意が必要です。

3. GUIを初めて実行するときにNetscape または Internet Explorerを使用し、かつ必要な Javaプラグイ

ンがシステムにない場合、プラグインをダウンロードするWebサイトが自動的に表示されることがありま

す。必要な JavaプラグインのバージョンとダウンロードにアクセスするためのURLについては、SPS for
Linux リリースノートを参照してください。

リモートシステムでのGUIの実行

上記の作業を完了すると、リモートシステムで LifeKeeper GUIを Javaアプレットとして実行できます。

1. LifeKeeper GUIのWebページのURL http://<server name>:81 (<server name>は LifeKeeperサー

バの名前 )を開いてください。このWebページには、LifeKeeperのスプラッシュ画面とアプレットがあります。

Webページが開くと、以下の動作が実行されます。

l スプラッシュ画面が表示される。

l アプレットがロードされる。

l Java仮想マシンが開始される。
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アプレットのトラブルシューティング

l 一部のサーバファイルがダウンロードされる。

l アプレットが初期化される。

ネットワークとシステムの設定によっては、これらの動作に最大 20秒かかることがあります。通常、アプレッ

トのロード時と初期化時に、ブラウザには最小のステータスがいくつか表示されます。

すべてのものが正しくロードされた場合、アプレット領域に [Start]ボタンが表示されます。スプラッシュ画面

に [Start]ボタンが表示されない場合、またはアプレットのロードと初期化が失敗した疑いがある場合

は、「アプレットのトラブルシューティング」またはネットワークに関するトラブルシューティングを参照してくださ

い。

2. 要求されたら、[Start]をクリックしてください。LifeKeeperのGUIが表示され、 [Cluster Connect]ダイアロ

グが自動的に表示されます。サーバが開始され、クラスタへの接続が確立した後、GUIのウィンドウに、

接続しているサーバにより保護されているリソースとステータスがグラフィックで表示されます。GUIのメ

ニューとツールバーのボタンから、LifeKeeperの管理機能を使用できます。

注記 :一部のブラウザでは、アプレットで作成されたウィンドウとダイアログに「Warning: Applet
Window」が表示されます。これは通常の動作であり、無視できます。

アプレットのトラブルシューティング

アプレットのロードと初期化に失敗した疑いがある場合は、以下の操作を試してください。

1. アプレットが失敗したことを確認してください。通常、アプレットの状態を示すブラウザウィンドウ内に、メッ

セージが出力されます。Netscape と Internet Explorerでは、テキストのステータスに加えて、アプレットの

代わりにアイコンが表示されることがあります。アイコンをクリックすると、失敗の内容が表示される場合が

あります。

2. Javaプラグインをインストールしていることを確認してください。問題がJavaプラグインに関連する場合

は、Javaプラグインのトピックを参照してください。

3. ブラウザの設定要件、特にセキュリティ設定を満たしていることを確認してください。詳細については、

GUIアプレットを使用するためのブラウザのセキュリティパラメータの設定を参照してください。設定につい

て明らかな間違いが見つからない場合は、次の手順に進んでください。

4. Java コンソールを開いてください。

l Firefox、Netscape、および旧バージョンの Internet Explorerの場合は、マシンのコント

ロールパネルから Java プラグイン アプレットを実行し、コンソールを表示するオプションを選

択してから、ブラウザを再起動してください。

l 最新バージョンの Internet Explorerの場合は、 [Tools] > [Java Console]を選択してく

ださい。 [Java Console]のメニュー項目が表示されない場合は、 [Tools] > [Manage
Add-Ons]を選択し、コンソールを有効にしてください。その後、コンソールを表示するに

は、ブラウザの再起動が必要になることがあります。

l Mozillaの場合は、 [Tools] > [Web Development] > [Java Console]を選択してくださ

い。
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LifeKeeperサーバでのGUIの実行

5. URL http://<server name>:81 を再度開いて、GUIアプレットを開始してください。Java プラグインのコ

ンソールパネルを変更した場合は、ブラウザを再起動してください。

6. コンソールに表示されたメッセージを確認してください。メッセージは、問題の解決に役立ちます。問題が

ネットワークに関連する場合は、ネットワークに関するトラブルシューティングを参照してください。

LifeKeeperサーバでのGUI の実行

LifeKeeper GUIを実行する最も簡単な方法は、LifeKeeperサーバでアプリケーションとして実行することです。こ

れは、実際には、同一システム上でGUIのクライアントとサーバを実行することです。

1. GUI管理用のLifeKeeperサーバを設定した後、root として以下のコマンドを入力することにより、サーバ

上でGUIをアプリケーションとして実行できます。

/opt/LifeKeeper/bin/lkGUIapp

2. lkGUIappスクリプトが適切な環境変数を設定して、アプリケーションを開始します。アプリケーションの

ロード時に、LifeKeeperのアプリケーション指定ダイアログまたはスプラッシュ画面が表示されます。

3. アプリケーションのロード後、LifeKeeperのGUIが表示され、 [Cluster Connect]ダイアログが自動的に表

示されます。接続先のサーバ名、およびログインとパスワードを入力してください。

4. クラスタへの接続が確立した後、GUIのウィンドウに、接続しているサーバにより保護されているリソースと

ステータスがグラフィックで表示されます。GUIのメニューとツールバーのボタンから、管理機能を使用できま

す。

GUI アプレットを使用するためのブラウザのセキュリティパラメータ

警告 :セキュリティを低い値に設定した状態での他のサイトの閲覧には注意してください。

Firefox
1. [Edit]メニューの [Preferences]を選択してください。

2. [Preferences]ダイアログボックスの [Content]を選択してください。

3. [Enable Java]と [Enable Java Script]のオプションを選択してください。

4. [Close]をクリックしてください。

Internet Explorer
セキュリティが最高の状態で Internet Explorerを使用するには、以下の手順で LifeKeeperサーバを信頼済み

サイトのゾーンに追加してください。

1. [Tools]メニューの [Internet Options]をクリックしてください。

2. [Security]タブをクリックしてください。

3. [Trusted Sites]ゾーンを選択し、[Custom Level]をクリックしてください。
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4. [Reset custom settings]の [Medium/Low]を選択し、[Reset]をクリックしてください。

5. [Sites]をクリックしてください。

6. 接続する LifeKeeperサーバのサーバ名とポート番号を入力してください (例 : http://server1:81)。

以下の手順で行う別の方法 (セキュリティが低くなる可能性がある)もあります。

1. [Tools]メニューの [Internet Options]をクリックしてください。

2. [Internet]または [Local Intranet]を選択してください (リモートシステムとLifeKeeperクラスタが同じイント

ラネット上に存在するかどうかによって異なる)。

3. [Security Level]バーを [Medium] ([Internet]を選択した場合 )、または [Medium-low] ([Local Intranet]
を選択した場合 )に調整してください。これらは、各ゾーンのデフォルト設定です。

4. [OK]をクリックしてください。

ステータスの表

ステータスの表には、接続しているサーバとそのリソースのステータスがグラフィック表示されます。以下の項目が

表示されます。

l 最も上の行に、各サーバの状態。

l 左端の列に、各リソースのグローバル (サーバ全体での)状態と親 /子の関係。

l 残りのセルに、各サーバの各リソースの状態。

サーバとリソースの状態は、グラフィックス、テキスト、および色を使用して表示されます。サーバのテーブルの空白

セルは、特定のリソースがそのサーバで定義されていないことを示します。

ステータスの表でサーバまたはリソースを選択した場合、その項目の詳細な状態の情報とコンテキスト依存ツー

ルバーがプロパティパネルに表示されます。また、任意の項目のセルを右クリックすることで、該当するサーバのコ

ンテキストメニューまたはリソースのコンテキストメニューをポップアップ表示できます。

ステータスの表は 2つのセクションに分かれています。左右のセクションの境界を移動して、それらのセクションの

相対サイズを変更できます。また、ステータスの表を折り畳んで、階層ツリーの上位項目のみを表示できます。

ツリーのリソース項目の折り畳み /展開を実行すると、表内にリストされる階層に対しても折り畳み /展開が適

用されます。

プロパティパネル

プロパティパネルには、ステータスの表から選択されたサーバまたはリソースのプロパティが表示されます。プロパティ

パネルは、 [Server Properties]ダイアログまたは [Resource Properties]ダイアログと同じ機能を持ち、さらに一般

的に使用するコマンドに即座にアクセスできるコンテキスト依存ツールバーがあります。このパネルの上部には、

サーバを選択した場合は server_name、リソースを選択した場合は server_name: resource_nameがキャプ

ションとして表示されます。

プロパティパネルに表示されるコンテキスト依存ツールバーは、サーバのコンテキストツールバーとリソースのコンテキ

ストツールバーです。サーバまたはリソースのツールバーもカスタマイズできます。ツールバーのカスタマイズの詳細に

ついては、該当するApplication Recovery Kitのドキュメンテーションを参照してください。
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出力パネル

プロパティパネル下部にあるボタンは、以下の機能を持ちます。

l [Apply]ボタンは、パネルの編集可能なプロパティに対する変更内容を適用します。このボタンが有効に

なるのは、編集可能なプロパティを変更した場合のみです。

l [Reset]ボタンは、サーバにすべてのプロパティの現在の値を照会し、これまで変更した内容を消去しま

す。このボタンは常に有効です。

l [Help]ボタンは、プロパティパネルのコンテキスト依存ヘルプを表示します。このボタンは常に有効です。

プロパティパネルのサイズを増減するには、パネルの左端にある境界を左右にスライドしてください。このパネルを

開閉するには、 [View] メニューの [Properties Panel]チェックボックスを使用してください。

出力パネル

出力パネルは、LifeKeeper GUI クライアントが送出したコマンドの出力を収集します。コマンドの実行開始時

に、タイムスタンプ付きのラベルが出力パネルに追加され、そのラベルの下に、そのコマンドの出力がすべて追加

されます。複数のコマンドを同時に実行する場合 (通常は異なるサーバ上 )、各コマンドの出力が対応するセク

ションに送られ、各コマンドの結果が見やすくなります。

出力パネルのサイズを増減するには、パネル上部にある境界を上下にスライドしてください。このパネルを開閉す

るには、 [View] メニューの [Output Panel]チェックボックスを使用してください。出力パネルを閉じているときに

は、各コマンドを開始するダイアログが表示されたままになり、このダイアログを閉じるまで出力がこのダイアログに

表示されます。そして、このダイアログを閉じた後はコマンドの出力を確認できなくなります。出力パネルを再び

開いた後は、LifeKeeperのGUIはデフォルトの動作に戻ります。

メッセージバー

メッセージバーは、 [Status]ウィンドウの下に表示されます。メッセージが1行のテキストで表示されます。

「Connecting to Server X」や「Failure to connect to Server X」などのメッセージが表示されます。

メッセージバーを非表示にするには、 [View] メニューの [Message Bar]チェックボックスをオフにします。

メッセージバーを表示するには、 [View] メニューの [Message Bar]チェックボックスをオンにします。

メッセージバーに表示されたメッセージの履歴を表示する方法については、メッセージ履歴の表示を参照してく

ださい。

GUI の終了

[File] メニューから [Exit]を選択すると、すべてのサーバから切断され、GUIのウィンドウが閉じます。

共通の作業

以下に、すべてのユーザが実行できる基本作業を示します。

LifeKeeperの起動

SPSソフトウェアはすべて、 /opt/LifeKeeperディレクトリにインストールされます。
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LifeKeeperサーバプロセスの起動

すべての確認作業が完了すると、両方のサーバで LifeKeeperを起動する準備が整います。このセクションで

は、LifeKeeperサーバデーモンプロセスの起動について説明します。LifeKeeper GUIアプリケーションは、別個の

コマンドを使用して起動され、LifeKeeper GUIの設定に説明されています。LifeKeeperには、LifeKeeperデー

モンプロセスの起動と停止を行うコマンドラインインターフェースが用意されています。これらのデーモンプロセス

は、LifeKeeper GUIを起動する前に実行する必要があります。

LifeKeeperサーバプロセスの起動

LifeKeeperがシステムで現在実行されていない場合は、すべてのサーバで rootユーザとして次のコマンドを入力

してください。

/etc/init.d/lifekeeper start

数秒の遅延の後、情報メッセージが表示されます。

RHEL7やSLES12などのsystemd環境では systemdがサービスを管理しているため、以下のコマンドで

LifeKeeperを起動してください。

systemctl start lifekeeper.service

注記 : LifeKeeperを起動するときに LifeKeeper Distribution Enabling Packageを参照するエラーメッセージ

が表示された場合は、LifeKeeperインストールイメージファイルをインストール/再インストールする必要がありま

す。

/etc/init.d/lifekeeper start コマンドの詳細については、コマンドラインにman LCD と入力して、

LCD(1M)ヘルプページを参照してください。

LifeKeeperの自動再起動の有効化

上述のコマンドで LifeKeeperが起動しますが、システムを再起動するたびに毎回同じコマンドを実行する必要

があります。サーバの起動時に LifeKeeperが自動的に起動するようにするには、次のコマンドを入力してくださ

い。

chkconfig lifekeeper on

詳細については、chkconfigマニュアルページを参照してください。

LifeKeeperの停止

LifeKeeperを停止する必要がある場合は、ルートとして次のコマンドを入力して停止してください。

/etc/init.d/lifekeeper stop-nofailover

このコマンドを使用すると、ローカルシステム上のLifeKeeperをシャットダウンします (実行されている場合 )。まず、

すべての保護されたリソースをローカルシステム上のサービスから取り除いてから、LifeKeeperデーモンをシャットダ

ウンします。保護されたリソースは、クラスタ内の別のシステムにフェイルオーバされません。LifeKeeperは、システ

ムが再起動すると自動的に再起動されます。
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LifeKeeperの自動再起動の無効化

/etc/init.d/lifekeeper stop-daemons

このコマンドを使用すると、リソースをサービスから取り除くセクションを実行しません。 リソースはローカルシステム

上で引き続き実行されますが、LifeKeeperの保護はなくなります。リソースを正常にシャットダウンしない場合、

SCSIロックなどの項目などを取り除くことができなくなるため、このコマンドの使用には注意が必要です。このコマ

ンドを実行した後、そのシステムで障害が発生するかシステムがシャットダウンされた場合、システムは適切なリ

ソースにフェイルオーバを開始できません。LifeKeeperは、システムが再起動すると自動的に再起動されます。

/etc/init.d/lifekeeper stop

このコマンドを使用すると、サービスからリソースを取り除きますが、!nofailover!フラグ [LCDIflag(1M)を

参照 ]を通信可能などのシステムにも設定しません。これは、shutdown_switchoverフラグが設定されたら

フェイルオーバが実行されることを意味します。shutdown_switchoverが設定されていない場合、このコマン

ドは、/etc/init.d/lifekeeper stop-nofailoverと同様に動作します。LifeKeeperは、システムが

再起動すると自動的に再起動されます。

/etc/init.d/lifekeeper stop-failover

このコマンドを使用すると、リソースをサービスから取り除き、フェイルオーバが実行されます。このコマンドは、

shutdown_switchoverフラグを設定して /etc/init.d/lifekeeper stopコマンドを実行した場合と

同様の動作をします。LifeKeeperは、システムが再起動すると自動的に再起動されます。

LifeKeeperの自動再起動の無効化

システムの再起動時に LifeKeeperが自動で再起動しないようにするには、次のコマンドを入力してください。

chkconfig lifekeeper off

詳細については、chkconfigマニュアルページを参照してください。

LifeKeeper プロセスの表示

現在実行されているすべてのLifeKeeper Coreデーモンプロセスのリストを表示するには、次のコマンドを実行し

てください。

ps -ef | grep LifeKeeper | grep -w bin | grep -v lklogmsg

出力の例を以下に示します。

root 11663 11662 0 14:03 pts/0 00:00:00 /bin/bash /etc/redhat-lsb/lsb_start_daemon
/opt/LifeKeeper/sbin/runsvdir -P /opt/LifeKeeper/etc/service log: runit just
starte
d...............................................................................................................................................
.....................
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LifeKeeper GUIサーバプロセスの表示

root 11666 11663 0 14:03 pts/0 00:00:00 /bin/bash -c ulimit -S -c 0 >/dev/null 2> &1 ;
/opt/LifeKeeper/sbin/runsvdir -P /opt/LifeKeeper/etc/service log: runit just
starte
d...............................................................................................................................................
..................

root 11880 11873 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/lk_logmgr -l/opt/LifeKeeper/out -
d/etc/default/LifeKeeper

root 12240 11877 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/lcm

root 12247 11879 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/ttymonlcm

root 12250 11876 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/lcd

root 12307 11874 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/lkcheck

root 12311 11875 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/lkscsid

root 12325 11871 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/lkvmhad

root 12335 12330 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/bin/perl /opt/LifeKeeper/htdoc/cgi-
bin/DoRequest.fcgi

LifeKeeperの実行状態は次のコマンドで確認できます。

/opt/LifeKeeper/bin/lktest

LifeKeeperが実行中の場合は次のように出力されます。

F S UID PID PPID C CLS PRI NI SZ STIME TIME CMD

4 S root 12240 11877 0 TS 39 -20 6209 14:04 00:00:00 lcm

4 S root 12247 11879 0 TS 39 -20 30643 14:04 00:00:00 ttymonlcm

4 S root 12250 11876 0 TS 29 -10 9575 14:04 00:00:00 lcd

LifeKeeperが実行中でない場合は何も出力されず、コマンドは 1で終了します。

注記 :グラフィカルユーザインターフェース (GUI)に必要なプロセスとともに、LifeKeeper Coreデーモンを開始、停

止、および監視する別のLifeKeeperプロセスも実行されています。プロセスのリストについては、LifeKeeper制
御プロセスの表示およびLifeKeeper GUIサーバプロセスの表示を参照してください。また、ほとんどの

LifeKeeperプロセスには子プロセス lklogmsgがあり、予期しない出力をキャプチャして記録します。

LifeKeeper GUI サーバプロセスの表示

LifeKeeper GUIサーバが動作していることを確認するには、以下のコマンドを入力してください。

ps -ef | grep runGuiSer

以下のような出力が表示されます。

root 2805 1 0 8:24 ?00:00:00 sh /opt/LifeKeeper/bin/runGuiServer
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LifeKeeperの制御プロセスの表示

現在動作している他のGUIサーバのデーモンプロセスのリストを表示するには、以下のコマンドを入力してくださ

い。

ps -efw | grep S_LK

以下のような出力が表示されます。

root 819 764 0 Oct16 ?00:00:00 java -Xint -Xss3M -DS_LK=true -
Djava.rmi.server.hostname=wake -Dcom.steeleye.LifeKeeper.rmiPort=82 -
Dcom.steeleye.LifeKeeper.LKROOT=/opt/LifeKeeper -DGUI_RMI_REGISTRY=internal -DGUI_
WEB_PORT=81 com.steeleye.LifeKeeper.beans.S_LK

LifeKeeper GUIサーバ管理 Webサーバが動作していることを確認するには、以下のコマンドを入力してくださ

い。

ps -ef|grep steeleye-light | egrep -v "lklogmsg|runsv"

以下のような出力が表示されます。

root 12330 11872 0 14:04 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/steeleye-
lighttpd -D -f/opt/LifeKeeper/etc/lighttpd/lighttpd.conf

LifeKeeperの制御プロセスの表示

LifeKeeperの制御プロセスが動作していることを確認するには、以下のコマンドを入力してください。

ps -ef | grep runsv

以下のような出力が表示されます。

root 11663 11662 0 14:03 pts/0 00:00:00 /bin/bash /etc/redhat-lsb/lsb_start_daemon
/opt/LifeKeeper/sbin/runsvdir -P /opt/LifeKeeper/etc/service log:runit just
starte
d...............................................................................................................................................
.....................

root 11666 11663 0 14:03 pts/0 00:00:00 /bin/bash -c ulimit -S -c 0 >/dev/null 2>&1 ;
/opt/LifeKeeper/sbin/runsvdir -P /opt/LifeKeeper/etc/service log: runit just
starte
d...............................................................................................................................................
...................

root 11667 11666 0 14:03 pts/0 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsvdir -P
/opt/LifeKeeper/etc/service log: runit just
starte
d...............................................................................................................................................
.....................

root 11871 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv lkvmhad

root 11872 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv steeleye-lighttpd

root 11873 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv lk_logmgr
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サーバのクラスタへの接続

root 11874 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv lkcheck

root 11875 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv lkscsid

root 11876 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv lcd

root 11877 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv lcm

root 11878 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv lkguiserver

root 11879 11667 0 14:03 ? 00:00:00 /opt/LifeKeeper/sbin/runsv ttymonlcm

これらのプロセスは LifeKeeper Coreのデーモンプロセスの開始、停止、および監視を行います。LifeKeeperを開

始するにはこれらのプロセスが動作している必要があります。これらのプロセスは、デフォルトでシステムの起動時

に開始するように設定されています。この動作は変更しないでください。

サーバのクラスタへの接続

1. 開始するには、以下の2つの方法があります。

l グローバルツールバーの [Connect]ボタンをクリックする。

l [File] メニューの [Connect]をクリックする。

2. [Cluster Connect]ダイアログの [Server Name]フィールドに、接続するクラスタ内のサーバ名を入力してく

ださい。

注記 : IPv6アドレスを使用する場合は、このアドレスを大かっこ [ ]で囲む必要があります。これにより、マ

シンの IPv6アドレス経由で接続を確立できます。別の方法として、名前をアドレスに割り当てることがで

き、その名前を使用して接続できます。

3. [Login]と [Password]のフィールドに、指定のサーバ上で LifeKeeperが認証に使用するユーザのログイ

ン名とパスワードを入力してください。

4. [OK]をクリックしてください。

GUIが正常に指定サーバに接続した場合、GUIは、新しいサーバが検出されなくなるまで、クラスタ内にあるす

べての既知のサーバへの接続 (およびステータス表示への追加 )を継続します。
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クラスタからの切断

注記 :最初のログイン名とパスワードが、クラスタ内のサーバ上にあるクライアントで認証に失敗した場合、その

サーバでの別のログイン名とパスワードを入力するように要求されます。 [Password]ダイアログで [Cancel]を選

択した場合、サーバへの接続は中止され、GUIはクラスタ内の残りのコンポーネントへの接続を継続します。

クラスタからの切断

この作業は、選択したサーバ経由で、GUI クライアントをクラスタ内のすべてのサーバから切断します。

1. 開始するには、以下の3つの方法があります。

l グローバルツールバーの [Disconnect]ボタンをクリックする。

l [Edit] メニューの [Server]を選択し、[Disconnect]をクリックする。

l サーバのコンテキストツールバーが表示される場合は、そこにある [Disconnect]ボタンをクリックす

る。

2. [Cluster Disconnect]ダイアログの [Select Server in Cluster]リストから、切断するクラスタ内のサーバ名

を選択してください。

3. [OK]をクリックしてください。クラスタ内の全サーバのリストを持つ [Confirmation]ダイアログが表示されま

す。

4. [Confirmation]ダイアログの [OK]をクリックして、クラスタ内の全サーバからの切断を確定してください。

クラスタからの切断後、そのクラスタ内にあるすべてのサーバが、GUIのステータス表示から消去されます。

接続サーバの表示

サーバの状態は、下図に示すように、表内のサーバのグラフィック表示で表されます。サーバアイコンが視覚的に

示すサーバの状態の詳細については、サーバの状態の表示を参照してください。

サーバのステータスの表示

サーバの状態は、下図に示すように、表内のサーバのグラフィック表示で表されます。
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サーバのプロパティの表示

サーバの状

態

状態の

シンボル
意味

ALIVE

クライアントはサーバに有効な接続を行うことができます。

このサーバからALIVEのリモートサーバへのコミュニケーションパスがALIVEです。

DEAD とマークされたコミュニケーションパス、およびDEADのサーバをターゲットとする

コミュニケーションパスは無視されます。これは、DEADのサーバにはDEADのグラ

フィックで表されるからです。

ALIVE

クライアントはサーバに有効な接続を行うことができます。

このサーバから指定リモートサーバへの1つ以上のコミュニケーションパスがDEADで

す。

このサーバから指定リモートサーバへの間には、冗長コミュニケーションパスが存在し

ません。

DEAD クラスタ内の他のサーバからDEAD として報告されました。

UNKNOWN ネットワーク接続が失われました。最後に分かっている LifeKeeperの状態がALIVE
です。

サーバのプロパティの表示

1. 開始するには、以下の2つの方法があります。

l プロパティを表示するサーバのアイコンを右クリックします。サーバのコンテキストメニューが表示され

たら、[Properties]をクリックします。サーバのプロパティは、サーバをクリックするとプロパティパネル

(有効になっている場合 )にも表示されます。

l [Edit] メニューの [Server]をポイントし、[Properties]をクリックします。ダイアログが表示されたら、

表示するサーバを [Server]リストから選択します。

2. 別のサーバのプロパティを表示する場合は、サーバを [Server]リストから選択してください。

3. 確認が完了したら、[OK]をクリックしてウィンドウを閉じてください。

サーバのログファイルの表示

1. 開始するには、以下の4つの方法があります。

l サーバのアイコンを右クリックしてサーバのコンテキストメニューを表示し、次に [View Log]をクリック

して [LifeKeeper Log Viewer]ダイアログを表示する。

l グローバルツールバーの [View Log]ボタンをクリックし、 [LifeKeeper Log Viewer]ダイアログの

[Server] リストから、表示するサーバを選択する。
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リソースのタグと IDの表示

l サーバのコンテキストツールバーが表示される場合は、その [View Log]ボタンをクリックする。

l [Edit] メニューの [Server]をポイントし、[View Log]をクリックする。次に、[LifeKeeper Log
Viewer]ダイアログの [Server] リストから、表示するサーバを選択する。

2. グローバルツールバーまたは [Edit] メニューから捜査を開始して、別のサーバのログを表示する場合は、

[LifeKeeper Log Viewer]ダイアログの [Server]リストから、そのサーバを選択します。サーバのコンテキスト

メニューまたはサーバのコンテキストツールバーから [View Log]を選択した場合は、この機能は使用でき

ません。

3. 確認が完了したら、[OK]をクリックして [Log Viewer]ダイアログを閉じてください。

リソースのタグと IDの表示

リソースのタグと IDを即座に表示するには、 [Status]ウィンドウのリソースアイコンにカーソルを合わせて、マウスの

左ボタンを 1回押します (シングルクリック)。優先順位が最も低いサーバのリソースのタグと IDがメッセージバーに

表示されます。特定サーバ上にあるリソースのタグと IDを表示する場合は、表内のリソースインスタンスセルを左

クリックしてください。

メッセージバーに表示されるメッセージは、以下のようになります。

Resource Tag = ipdnet0-153.98.87.73, Resource ID = IP-153.98.87.73

特定の状況では、GUIがリソース IDを特定できないことがあります。この場合は、リソースタグのみがメッセージ

バーに表示されます。

リソースのステータスの表示

リソースのステータスつまり状態は、グローバルリソースのステータス (すべてのサーバについて)とサーバリソースのス

テータス (1台のサーバ上 )の2つの形式で表示されます。グローバルリソースのステータスは、[Status]ウィンドウ

の左ペインにあるリソース階層ツリーに表示されます。サーバリソースのステータスは、リソースの列とサーバ行の

交点にある表のセルにあります。

サーバリソースのステータス

下図に、アクティブ、スタンバイ、および不明のリソースステータスを持つサーバを示します。

l 「wallace」上のリソースはすべて、アクティブです。

l 「gromit」、「pat」、「mike」、および「batman」上のリソースはすべてスタンバイです。

l 「bullwinkle」上のリソースはすべて、不明です。
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グローバルリソースのステータス

サーバリソース

の状態

状態のシ

ンボル
意味

アクティブ このサーバ上でリソースは動作可能であり、保護されています。 (ISP)

可用性の低下
このサーバ上でリソースは動作可能ですが、バックアップリソースによる保護は

されていません。 (ISU)

スタンバイ サーバは、リソースの動作を引き継ぐことができます。(OSU)

障害
このサーバ上のリソースに問題が検出されました。例えば、リソースを In
Serviceにする試行が失敗しました。(OSF)

不明
リソースが初期化されていないか (ILLSTATE)、このサーバで LifeKeeperが
動作中でありません。

空のパネル サーバのリソースが定義されていません。

グローバルリソースのステータス
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リソースのプロパティの表示

状態の

シンボ

ル

説明 意味 /原因

正常 リソースがアクティブ (ISP)で、バックアップがアクティブです。

警告
リソースがアクティブ (ISP)です。1つ以上のバックアップが、

不明または障害 (OSF)としてマークされています。

障害。リソースが、いずれのサーバで

もアクティブでありません (OSF)。

リソースが、通常の原因によりOut of Serviceになりまし

た。

リソースが、通常ではない方法により動作が停止しまし

た。

リカバリは完了していないか、失敗しました。

不明。利用可能な情報からは、状

態を特定できませんでした。

複数のサーバがアクティブであることを告げています。

サーバへの接続が遮断されました。

サーバのリソースインスタンスがすべて、不明の状態です。

リソースのプロパティの表示

1. 開始するには、以下の3つの方法があります。

l プロパティを表示するリソース /サーバの組み合わせのアイコンを右クリックします。リソースのコンテ

キストメニューが表示されたら、[Properties]をクリックします。リソースのプロパティは、プロパティパ

ネル (有効になっている場合 )にも表示されます。

l プロパティを表示するグローバルリソースのアイコンを右クリックします。リソースのコンテキストメニュー

が表示されたら、[Properties]をクリックします。ダイアログが表示されたら、表示するリソースが存

在するサーバを [Server] リストから選択します。

l [Edit] メニューの [Resource]をポイントし、[Properties]をクリックします。ダイアログが表示された

ら、プロパティを表示するリソースを [Resource]リストから選択し、表示するリソースが存在する

サーバを [Server]リストから選択します。

2. 別のリソースのプロパティを表示する場合は、リソースを [Resource]リストから選択してください。

3. 別のサーバ上にあるリソースのプロパティを表示する場合は、サーバを [Server]リストから選択してくださ

い。

4. 確認を終了したら、[OK]をクリックしてウィンドウを閉じてください。
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Resource Labels

Resource Labels

Resource Labels
このオプショングループを使用すると、リソース階層ツリー内のリソースを、タグ名別 と ID別のいずれで表示するか

を指定できます。

注記 : リソース階層ツリーに表示されるリソースタグ /IDは、優先順位が最も低い番号を持つサーバに属しま

す。特定サーバ上にあるリソースのタグ /IDを表示する場合は、表内のリソースインスタンスセルを左クリックしてく

ださい。メッセージバーにそのタグ /IDが表示されます。

By tag name:

By ID:

メッセージ履歴の表示

1. [View] メニューの [History]をクリックしてください。LifeKeeper GUIの [Message History]ダイアログが表

示されます。

2. 履歴のメッセージをすべて消去する場合は、[Clear]をクリックしてください。

3. ダイアログを閉じるには、[OK]をクリックしてください。

[Message History]ダイアログには、メッセージバーからの最新のメッセージが表示されます。履歴リストには、最

大 1000行を表示できます。最大行数を超えた場合、新しいメッセージにより最も古いメッセージが「押し出さ

れ」ます。

これらのメッセージは、クライアントとサーバとの間の動作のみを表し、時系列で表示されます。最新のメッセージ

がリストの上部に表示されます。
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メッセージ履歴の解釈

メッセージ履歴の解釈

<--は、メッセージがサーバから受信したことを示し、通常は以下の形式をとります。

<--"server name":"action"

<--"server name":"app res":"action"

<--"server name":"res instance":"action"

-->はメッセージがクライアントから送信されたことを示し、通常は以下の形式をとります。

-->"server name":"action"

-->"server name":"app res":"action"

-->"server name":"res instance":"action"

[Clear]ボタンをクリックすると、履歴が消去されますが、ダイアログは閉じません。

[OK]ボタンをクリックすると、履歴を消去せずにダイアログが閉じます。

リソース階層ツリーの展開と折り畳み

このツリーのセグメントでは、リソース file_system_2が展開され

ており、リソースnfs-/opt/qe_auto/NFS/export1が折り畳まれて

います。

展開されているリソースアイコンの左には、 が表示されま

す。

折り畳まれているリソースアイコンの左には、 が表示され

ます。

リソース階層ツリーを展開するには、

l をクリックするか、

l の右側にあるリソースアイコンをダブルクリックしてください。

リソース階層ツリーをすべて展開するには、
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[Cluster Connect]ダイアログ

l [View] メニューの [Expand Tree]をクリックするか、

l [Status]ウィンドウの左ペインにある列ヘッダの [Resource Hierarchy Tree]ボタンをダブルクリックしてくだ

さい。

注記 : リソース階層ツリーに表示されるリソースタグ /IDは、優先順位が最も低い番号を持つサーバに属しま

す。特定サーバ上にあるリソースのタグ /IDを表示する場合は、表内のリソースインスタンスセルを左クリックしてく

ださい。メッセージバーにそのタグ /IDが表示されます。

リソース階層ツリーを折り畳むには、

l をクリックするか、

l の右側にあるリソースアイコンをダブルクリックしてください。

リソース階層ツリーをすべて折り畳むには、

l [View] メニューの [Collapse Tree]をクリックするか、

l [Status]ウィンドウの左ペインにある列ヘッダの [Resource Hierarchy Tree]ボタンをダブルクリックしてくだ

さい。

注記 : 「9」と「0」のキーは、すべてのリソース階層ツリーに対して即座に展開 /折り畳みを実行するホットキー /ア
クセラレータキーとして指定されています。

[Cluster Connect] ダイアログ

Server Name -接続先のサーバ名。

Login -接続先のサーバに LifeKeeper認証情報を持つユーザのログイン名。

Password -接続先のサーバで指定ログインを認証するパスワード。
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[Cluster Disconnect]ダイアログ

[Cluster Disconnect] ダイアログ

Select Server in Cluster -

接続しているサーバの名前がドロップダウンリストボックスに表示されます。リストから、切断するクラスタのサーバを

選択してください。切断されるクラスタ内のすべてのサーバが、確認ダイアログに表示されます。

[Resource Properties] ダイアログ

[Resource Properties]ダイアログは、 [Edit] メニューやリソースコンテキストメニューから使用できます。このダイアロ

グには、サーバ上にある特定のリソースのプロパティが表示されます。 [Edit] メニューからアクセスした場合は、リ

ソースとサーバを選択できます。リソースコンテキストメニューからアクセスした場合、はサーバを選択できます。

[General] タブ
l Tag -リソースインスタンスの名前。システムに対して一意で、管理者にリソースを示します。

l ID -リソースインスタンスに関連する文字列であり、リソースタイプのすべてのインスタンス間で一意です。

関連するアプリケーションソフトウェアに対して、リソースインスタンスの内部特性のいくつかを示します。

l Switchback (管理者権限を持つユーザは編集可能 ) -サービス起動中のリソースが存在するサーバに障

害が発生した場合に、サーバのリカバリ動作を管理する設定。この設定が [Intelligent]の場合、指定リ

ソースの可能なバックアップとしてサーバが動作します。この設定が [Automatic]の場合、サーバはアクティ

ブにリソースの再取得を試行します (以下の条件が満たされる場合 )。

l サーバがクラスタから離れるときには、リソース階層のサービスが既に起動している必要がありま

す。

l リソース階層がすべてサービス起動している場合は、低プライオリティのサーバでサービスを起動し

ている必要があります。
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[Relations] タブ

注記 :自動スイッチバックのチェックは、LifeKeeperを起動したとき、またはクラスタに新しいサーバ

を追加したときにのみ実行されます。通常のクラスタ動作中には実行されません。

l State -リソースインスタンスの現在の状態。

l Active -ローカルで in serviceであり、保護されています。

l Warning -ローカルで in serviceですが、ローカルリカバリは試行されません。

l Failed - out of service、障害。

l Standby -サービス停止、障害なし。

l LLSTATE - LifeKeeperの起動シーケンスの一部として実行されるリソース初期化プロセスにより

適切に初期化されていません。この状態のリソースは、LifeKeeperで保護されていません。

l UNKNOWN -リソースの状態を特定できませんでした。GUIサーバが使用できない可能性があり

ます。

l Reason -存在する場合、リソースが現在の状態にある原因 (つまり、最後の状態変化の原因 )を示し

ます。例えば、galahad上にあるアプリケーションの状態がOSUである原因は、 tristan上にある共有プラ

イマリリソースordbfsaa-on-tristanの状態が ISPか ISUであることです。共有リソースは、グループ内の1
つのシステムでのみ同時にアクティブにできます。

l Initialization -起動時のリソースの初期化動作を決定する設定であり、AUTORES_ISP、INIT_ISP、
INIT_OSUなどがあります。

[Relations] タブ
l Parent -このリソースに直接依存するリソースのタグ名を示します。

l Child -このリソースが依存するすべてのリソースのタグ名を示します。

l Root -このリソース階層で、親を持たないリソースのタグ名。

[Equivalencies] タブ
l Server -リソースが定義済みの同等性を持つサーバ名。

l Priority (管理者権限を持つユーザは編集可能 ) -このリソースについて、ターゲットサーバのフェイルオーバ

の優先順位の値。

l Tag -同等のサーバ上にあるこのリソースのタグ名。

l Type -同等性のタイプ (SHARED、COMMON、COMPOSITE)。

l Reorder Priorities (管理者権限を持つユーザは編集可能 ) - [Up]/[Down]ボタンを使用して、選択した

同等リソースの優先順位を並べ替えることができます。

[OK]ボタンをクリックすると、変更内容が適用されてウィンドウが閉じます。 [Apply]ボタンをクリックすると、変更

内容が適用されます。 [Cancel]ボタンをクリックすると、最後に [Apply]をクリックして以降の変更内容を保存せ

ずに、ウィンドウが閉じます。
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[Server Properties] ダイアログ

[Server Properties]ダイアログは、サーバのコンテキストメニューや[Edit] メニューから使用できます。このダイアログ

には、特定のサーバのプロパティが表示されます。サーバのプロパティは、プロパティパネル (有効になっている場

合 )にも表示されます。

このダイアログの3つのタブについて説明します。 [OK]ボタンをクリックすると、変更内容が適用されてウィンドウが

閉じます。 [Apply]ボタンをクリックすると、変更内容が適用されます。 [Cancel]ボタンをクリックすると、最後に

[Apply]をクリックして以降の変更内容を保存せずに、ウィンドウが閉じます。

[General] タブ

l Name -選択したサーバの名前。

l State -サーバの現在の状態。サーバの状態は以下の値をとります。
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[General] タブ

l ALIVE -サーバが使用可能。

l DEAD -サーバが使用不可。

l UNKNOWN -リソースの状態を特定できませんでした。GUIサーバが使用できない可能性があり

ます。

l Permission -そのサーバに現在ログインしているユーザの権限レベル。権限は以下の値をとります。

l Administrator -ユーザは LifeKeeperのすべての作業を実行できます。

l Operator -ユーザは、LifeKeeperのリソースとサーバのステータスを監視でき、リソースのサービス起

動やサービス停止ができます。

l Guest -ユーザは LifeKeeperのリソースとサーバのステータスを監視できます。

l Shutdown Strategy(管理者権限を持つユーザは編集可能 ) -サーバがシャットダウンしたときに、リソー

スがクラスタ内のバックアップサーバにスイッチオーバするかどうかを制御する設定。設定「Switchover
Resources」は、リソースがクラスタ内のバックアップサーバでサービスが起動することを示します。設定「Do
not Switchover Resources」は、リソースがクラスタ内にある別のサーバでサービスが起動しないことを示し

ます。

l Failover Strategy -この設定を使用して、LifeKeeperのクラスタ内にある特定システムからのフェイルオー

バをユーザに確定するよう要求できます。この設定は、LifeKeeperの管理者のみが使用できます。オペ

レータとゲストには、この設定は表示されません。デフォルトでは、フェイルオーバはすべて、ユーザの操作

を必要とせず自動実行されます。ただし、confirm failoverフラグが設定されると、指定システムからフェイ

ルオーバするには、以下のコマンドを実行して確定することが必要です。lk_confirmso -y
system。以下のコマンドを実行して、フェイルオーバをブロックできます。lk_confirmso -n
system。指定期間内にこれらのコマンドのいずれかが実行されない限り、システムは事前プログラミング

されたデフォルト動作を実行します。 /etc/default/LifeKeeperファイル内にある 2つのフラグが、

この自動動作を制御します。

l CONFIRMSODEF

これは、デフォルト動作を指定します。「0」に設定されている場合、デフォルト動作はフェイルオー

バを実行します。「1」に設定されている場合、デフォルト動作はフェイルオーバをブロックします。

l CONFIRMSOTO

これは秒単位で設定され、デフォルト動作を実行する前に LifeKeeperが待機する時間を示しま

す。
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[CommPaths] タブ

l Server -LifeKeeperのクラスタ内で、コミュニケーションパスが接続している他のサーバのサーバ名。

l Priority - 2台のサーバ間でコミュニケーションパスを使用する順序を定義する優先順位。1が最高の優

先順位で、99が最低の優先順位です。

l State -LifeKeeperの設定データベース (LCD)のコミュニケーションパスの状態。コミュニケーションパスの状

態は以下の値をとります。

l ALIVE -通常の動作をしています。

l DEAD -通常の動作をしていません。

l UNKNOWN -状態を特定できませんでした。GUIサーバが使用できない可能性があります。

l Type -リスト内のサーバと、 [Server] フィールドに指定されたサーバとの間のコミュニケーションパスの種類。

TCP (TCP/IP)、または TTY。

l Address/Device -コミュニケーションパスが使用する IPアドレスまたはデバイス名。

l Comm Path Status - LifeKeeperの設定データベース (LCD)内のコミュニケーションパスの状態に基づい

て、GUIが判定したコミュニケーションパスのステータスの概要。以下に、コミュニケーションパスのステータ
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[Resources] タブ

スの値を示します。これらの値は、下のパネルの詳細テキストの下に表示されます。

l NORMAL -すべてのコミュニケーションパスが通常の動作をしています。

l FAILED -指定サーバに対するすべてのコミュニケーションパスが動作していません。

l UNKNOWN -コミュニケーションパスのステータスを特定できませんでした。GUIサーバが使用でき

ない可能性があります。

l WARNING -指定サーバに対する 1つ以上のコミュニケーションパスが動作していません。

l DEGRADED -指定サーバに対する 1つ以上の冗長コミュニケーションパスが動作していません。

l NONE DEFINED -コミュニケーションパスが定義されていません。

[Resources] タブ
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l Name -選択したサーバ上にあるリソースインスタンスのタグ名。

l Application -リソースタイプのアプリケーション名 (gen、scsiなど)。

l Resource Type -サービスを提供するリソースタイプ、ハードウェアのクラス、ソフトウェアのクラス、またはシ

ステムのエンティティのクラス (app、 filesys、nfs、device、diskなど)。

l State -リソースインスタンスの現在の状態。

l ISP—ローカルでサービス起動中であり、保護されています。

l ISU -ローカルでサービス起動中ですが、ローカルリカバリは試行されません。

l OSF -サービス停止、障害。

l OSU -サービス停止、障害なし。

l LLSTATE - LifeKeeperの起動シーケンスの一部として実行されるリソース初期化プロセスによ

り、リソースの状態が適切に初期化されていません。この状態のリソースは、LifeKeeperで保護さ

れていません。

l UNKNOWN -リソースの状態を特定できませんでした。GUIサーバが使用できない可能性があり

ます。

オペレータの作業

以下のトピックは、オペレータの権限を必要とする高度な作業です。

リソースを In Service にする

1. 開始するには、以下の5つの方法があります。

l in serviceにするリソース /サーバの組み合わせのアイコンを右クリックします。リソースのコンテキスト

メニューが表示されたら、[In Service]をクリックします。

l in serviceにするグローバルリソースのアイコンを右クリックします。リソースのコンテキストメニューが

表示されたら、[In Service]をクリックします。ダイアログが表示されたら、 in serviceにするリソース

が存在するサーバを [Server]リストから選択し、[Next]をクリックします。

l グローバルツールバーの [In Service]ボタンをクリックします。ダイアログが表示されたら、 in service
にするリソースが存在するサーバを [Server]リストから選択し、[Next]をクリックします。次のダイア

ログで、 in serviceにするリソースを 1つ以上 [Resouce(s)]リストから選択し、[Next]をもう一度ク

リックします。

l リソースのコンテキストツールバーが表示される場合は、その [In Service]ボタンをクリックします。

l [Edit] メニューの [Resource]をポイントし、[In Service]をクリックします。ダイアログが表示された

ら、 in serviceにするリソースがあるサーバを [Server]リストから選択し、[Next]をクリックします。次

のダイアログで、 in serviceにするリソースを 1つ以上 [Resouce(s)] リストから選択し、[Next]をも

う一度クリックします。

2. 選択したサーバとリソースを In Serviceにすることを示すダイアログボックスが表示されます。親リソースの

in serviceにせずに依存する子リソースを in serviceにしようとする場合、このダイアログには警告も表示
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リソースをOut of Serviceにする

されます。[In Service]をクリックして、依存する子リソースと共にリソースを in serviceにしてください。

3. 出力パネルが有効の場合は、ダイアログが閉じ、リソースを In Serviceにするコマンドの結果が出力パネ

ルに表示されます。出力パネルが無効の場合は、これらの結果を表示するダイアログが表示されたまま

になり、結果がすべて表示されたら [Done]をクリックします。 in serviceになった追加の依存 (子 )リソース

が、ダイアログまたは出力パネルに表示されます。

4. リソースを in serviceにする動作で発生したエラーは、 in serviceにするリソースがあるサーバの

LifeKeeperログに記録されます。

リソースを Out of Service にする

1. 開始するには、以下の4つの方法があります。

l Out of Serviceにするグローバルリソース、またはリソース /サーバの組み合わせのアイコンを右クリッ

クします。リソースのコンテキストメニューが表示されたら、[Out of Service]をクリックします。

l グローバルツールバーの [Out of Service]ボタンをクリックします。 [Out of Service]ダイアログが表示

されたら、 Out of Serviceにするリソースを 1つ以上 [Resouce(s)] リストから選択し、[Next]をク

リックします。

l リソースのコンテキストツールバーが表示される場合は、[Out of Service]ボタンをクリックします。

l [Edit] メニューの [Resource]をポイントし、[Out of Service]をクリックします。[Out of Service]ダ
イアログが表示されたら、 Out of Serviceにするリソースを 1つ以上 [Resouce(s)] リストから選択

し、[Next]をクリックします。

2. 選択したリソースがOut of Serviceになることを示す [Out of Service]ダイアログボックスが表示されま

す。親リソースをOut of Serviceにせずに依存する子リソースをOut of Serviceにしようとする場合、この

ダイアログには警告も表示されます。[Out of Service]をクリックして、次のダイアログボックスに進みます。

3. 出力パネルが有効の場合は、ダイアログが閉じ、リソースをOut of Serviceにするコマンドの結果が出力

パネルに表示されます。出力パネルが無効の場合は、これらの結果を表示するダイアログが表示された

ままになり、結果がすべて表示されたら [Done]をクリックします。

4. リソースをOut of Serviceにする動作で発生したエラーは、 Out of Serviceにするリソースが存在するサー

バのLifeKeeperログに記録されます。

高度な作業

LCD

LifeKeeper設定データベース

LifeKeeper設定データベース (LCD)は、LifeKeeperが既知のすべてのリソースタイプについて、オブジェクト指向

のリソース階層情報を管理し、リカバリ方向の情報を保存します。データは共有メモリにキャッシュされ、ファイル

に保存されるので、システムの再起動後もデータが保持されます。LCDには、リカバリが必要なリソースインスタ

ンスについての状態の情報、および特定の詳細情報もあります。
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関連トピック

LCDのディレクトリ構造、保存されるデータタイプ、使用できるリソースタイプ、およびアプリケーションスクリプトの

使用の詳細については、以下の関連トピックを参照してください。

関連トピック

LCDI のコマンド

注：以下の文章では、独自のリカバリキットを定義してリソースを作成する方法を案内しています。既存のリカ

バリキットを使用する場合は、GUI を使用してリソースを作成してください。

LifeKeeperには、アプリケーションのリソース階層を定義するためのメカニズムが2つ用意されています。

l LifeKeeperのGUI

l LifeKeeper設定データベースのインターフェース (LCDI)コマンド

LCDIは LifeKeeperが提供するインターフェースコマンドのセットで、使用するアプリケーションのニーズに合わせて

リソース階層の設定の作成とカスタマイズができます。アプリケーションが複数のリソース (例 : 2つ以上のファイル

システム)に依存する場合、コマンドインターフェースを使用します。

コマンドの詳細については、LCDIのマニュアルページを参照してください。このトピックでは、開発シナリオを示

し、GUI とコマンドの両方の機能を使用してリソース階層を作成できる方法を説明します。

シナリオの状況

アプリケーションの例であるProjectPlanは、サーバ1とサーバ2が共有するSCSI ファイルシステムにデータを保

存しています。サーバ1が、アプリケーションのプライマリ階層にあります。アプリケーションには、 /project-dataと
/scheduleの2つのファイルシステムがあります。階層定義の最初の手順では、依存関係を指定します。

このアプリケーションの例には、以下の依存関係があります。

l 共有ファイルシステム。アプリケーションは、 /project-dataと /scheduleのファイルシステムに依存します。

l SCSI ディスクサブシステム。 .次に、ファイルシステムは、SCSIディスクサブシステム (デバイス、ディスク、お

よびホストアダプタのリソースを含む)に依存します。

結果として、階層を作成する作業は以下の図のようになります。
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階層の定義

この例のアプリケーション階層を作成するために必要な作業を示します。

1. ファイルシステムリソースの作成。LifeKeeperのGUIには、ファイルシステムリソースを作成するメニューが

あります。ファイルシステムリソース階層の作成を参照してください。

この定義作業の最後で、LCDでは 2つのファイルシステムリソースが以下のように定義されます。

ID タグ サーバ

/project-data
/project-data

project-data-on-Server1
project-data-from-Server1

Server1
Server2

/schedule
/schedule

schedule-on-Server1
schedule-from-Server1

Server1
Server2

注記 : LifeKeeperで使用されるタグ名には意味はありません。単なるラベルです。表内のタグ名は

LifeKeeperのデフォルト値です。

2. リソースの定義。この例では、以下の項目を定義する必要があります。

アプリケーション: projectapp

リソースタイプ: plan

インスタンス ID: 1yrplan

タグ: the-project-plan
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階層の定義

注記 : LifeKeeperのGUIを使用して定義の大部分を作成できますが、この例の以降ではコマンドイン

ターフェースの操作を説明します。

3. ディレクトリの作成。各システムで以下のコマンドを使用して、ディレクトリ /opt/LifeKeeper/subsysの下に

必要なアプリケーションリカバリディレクトリを作成します。

mkdir -p /opt/LifeKeeper/subsys/projectapp/Resources/plan/actions 

4. アプリケーションの定義。以下のコマンドで、アプリケーション projectappを作成します。

app_create -d Server1 -a projectapp

app_create -d Server2 -a projectapp 

5. リソースタイプの定義。以下のコマンドで、リソースタイプ planを作成します。

typ_create -d Server1 -a projectapp -r plan

typ_create -d Server2 -a projectapp -r plan 

6. リカバリスクリプトのインストール。restoreと removeのスクリプトを各サーバの以下のディレクトリにコピーし

ます。

/opt/LifeKeeper/subsys/projectapp/Resources/plan/actions

7. インスタンスの定義。以下のコマンドで、リソースのインスタンスタイプがplan、 IDが1yrplanのリソースを定

義します。

ins_create -d Server1 -a projectapp -r plan -I\

AUTORES_ISP -t the-project-plan -i 1yrplan 

ins_create -d Server2 -a projectapp -r plan -I\

SEC_ISP -t the-project-plan -i 1yrplan  

Server1に作成したインスタンスの -I AUTORES_ISP命令は、LifeKeeperの再起動時にそのリ

ソースを自動的に in serviceにするように LifeKeeperに指示します。この例では、リソースの

restoreスクリプトが実行され、正常に実行された場合はリソースが ISP状態になります。この動

作は、ペアのリソースがすでにサービス起動している場合は実行されません。

Server2に作成したインスタンスの -I SEC_ISP命令は、LifeKeeperの再起動時にそのリソースを

in serviceにしないように LifeKeeperに指示します。その代わり、Server2は Server1上にあるリ

ソースのバックアップとして機能し、プライマリのリソースまたはサーバに障害が発生したときにローカ

ルリソースを in serviceにします。

8. 依存関係の定義。以下のコマンドは、アプリケーションとファイルシステムの依存関係を定義します。

dep_create -d Server1 -p the-project-plan -c project-data-on-System1

dep_create -d Server2 -p the-project-plan -c project-data-from-
Server1

dep_create -d Server1 -p the-project-plan -c schedule-on-Server1

dep_create -d Server2 -p the-project-plan -cschedule-from-Server1 
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9. lcdsyncの実行。以下のlcdsyncコマンドを実行して、設定のコピーを更新するように LifeKeeperに
通知します。

lcdsync -d Server1

lcdsync -d Server2 

10. リソースを In Serviceにする。プライマリサーバで LifeKeeperのGUIにアクセスし、[Edit] > [Resource] >
[In-Service]をクリックしてリソースを In Serviceにします。もしくはプライマリサーバー上で以下のコマンドを

実行し In-Serviceにします。

perform_action -t the-project-plan -a restore

11. 共有関係の作成。以下のコマンドで各ノードで登録したリソースの共有関係を作成し、リソースを切り

替えることができるようにします。

eqv_create -d Server1 -t the-project-plan -p 1 -S Server2 -o the-
project-plan -r 10 -e SHARED
eqv_create -d Server2 -t the-project-plan -p 10 -S Server1 -o the-

project-plan -r 1 -e SHARED

LCDの設定データ

LCDには、以下の関連するデータタイプが保存されます。

l 依存関係の情報

l リソースのステータス情報

l サーバ間のイクイバレンシ情報

依存関係の情報

定義した各リソースについて、LifeKeeperは依存関係のリスト、および依存物 (あるリソースに依存するリソース)
のリストを保持します。詳細については、LCDI_relationship (1M)とLCDI_instances (1M)のマニュ

アルページを参照してください。

リソースのステータス情報

LifeKeeperは、各リソースインスタンスのステータス情報をメモリに保持します。LCDが認識するリソースの状態

は、 ISP、 ISU、OSF、OSU、および ILLSTATEです。システムイベントが発生した場合、または管理者が特定

の操作を行った場合に、リソースがある状態から別の状態に変化することがあります。リソースの状態が変化し

た場合、ステータスの変化が、ローカルサーバのLCD、およびそのリソースのダイアログサーバ上にあるデータベー

スに反映されます。

サーバ間のイクイバレンシ情報

さまざまなサーバ上にある複数のリソース間に関係が存在することがあります。イクイバレンシ情報とは、別の

サーバ上にある 2つのリソースが同一の物理エンティティであることを示す関係です。2台のサーバが、イクイバレ

ンシ情報の関係にある 1つのリソースを持つ場合、LifeKeeperはその動作により、2台のサーバ上にあるリソー
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スの1つのみが同時に In Service、保護 (ISP)になるようにします。両方のサーバでそのリソースインスタンスを

Out of Service (OSU またはOSF)にすることができますが、データの整合性の理由から、同時に In Serviceにで

きるリソースは 1つのみです。

SCSIバス上にある複数のディスクが、同等なリソースの一例です。SCSIのロック (または予約 )メカニズムによ

り、任意の時点でディスクデバイスのロックを所有できるのは 1台のサーバのみです。このロック所有機能により、

同時に複数のサーバによる同一ディスクリソースへのアクセスが防止されます。

さらに、階層内の依存関係により、ファイルシステムのようにディスクに依存するリソースはすべて、同時に 1台の

サーバでのみ In Serviceになります。

LCDのディレクトリ構造

/opt/LifeKeeperの下にある主なサブディレクトリを示します。

l config - LifeKeeperの設定ファイル。イクイバレンシ情報を含みます。

l bin - LifeKeeperの実行可能プログラム。 is_recoverableなどがあります。詳細については、障害検出と

リカバリのシナリオを参照してください。

l subsys -リソースとタイプ。LifeKeeperは、共有 SCSIディスクサブシステムのリソースとタイプの定義を

scsiで、汎用アプリケーションのメニュー機能を genで提供します。アプリケーションのインターフェースを定

義する場合は、subsysの下にディレクトリを作成してください。

l events -警報イベント。詳細については、LifeKeeperの警報とリカバリを参照してください。

/opt/LifeKeeper内のLCDディレクトリの構造については、 /opt/LifeKeeper内のLCDディレクトリの構造のトピッ

クを参照してください。

LCDのリソースタイプ

LCDは共有メモリ、および /opt/LifeKeeperディレクトリの両方に保持されます。ディレクトリ構造の図に示すよう

に、subsysには、アプリケーションインターフェースの指定に使用できるアプリケーションリソースセットが2つありま

す。

l gen -汎用アプリケーションとファイルシステムの情報

l scsi - SCSIに固有のリカバリ情報

これらのサブディレクトリについてはリソースのサブディレクトリを参照してください。

LifeKeeperのフラグ

ステータスの詳細表示の後部近くに、システムのフラグセットがあります。共通タイプは、プロセスのロックが動作を

完了するまで他のプロセスを確実に待機させるために使用する LCDのロックフラグです。LCDのロックの標準

フォーマットは以下のとおりです。

!action!processID!time!machine:id.

一般的な LCDのロックフラグの例を示します。
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l !action!02833!701236710!<servername>:filesys.ファイルシステム階層を作成すると、この

フォーマットでステータス表示にフラグが生成されます。 filesysの指定は、他のアプリケーションリソース階

層では別のリソースタイプである場合も、一般的なアプリケーションやユーザ定義アプリケーションでは app
である場合もあります。

l 他の代表的なフラグとして、!nofailover!machine and shutdown_switchoverがありま

す。!nofailover!machineフラグは、LifeKeeperが作成と削除を行う内部の一時フラグで、サーバ

のフェイルオーバを制御します。 shutdown_switchoverフラグは、このサーバのシャットダウン方針が

スイッチオーバに設定されたことを示し、サーバのシャットダウンによりスイッチオーバが発生します。使用可

能なフラグの詳細については、LCDI-flag (1M)を参照してください。

リソースのサブディレクトリ

scsi とgen のディレクトリはそれぞれ、リソースのサブディレクトリを持ちます。これらのディレクトリの内容は、

LifeKeeperが提供するリソースタイプのリストです。

scsi のリソースタイプ。これらのリソースタイプは、 /opt/LifeKeeper/subsys/scsi/resourcesディレクトリにあります。

実際の設定によっては、その他のディレクトリが存在する場合があります。

l device -ディスクパーティション、または仮想ディスクデバイス

l disk -物理ディスク、または LUN

l hostadp -ホストアダプタ

gen のリソースタイプ。これらのリソースタイプは、 /opt/LifeKeeper/subsys/gen/resourcesディレクトリにあります。

l filesys -ファイルシステム

l app -汎用またはユーザ定義のアプリケーションであり、他のリソースに依存することがある

各リソースタイプのディレクトリには、以下のものが1つ以上あります。

l インスタンス。このファイルは、LCDに保存されている、リソースインスタンスに関する恒久的な情報を反

映します。このリソースタイプに関連付けられたリソースインスタンスの記述的な情報があります。

警告 :インスタンスファイル (または LCD ファイル)を直接変更しないでください。リソースインスタンスの作成や操

作を行うには、LifeKeeperのGUIの機能、または ins_create、 ins_remove、 ins_gettag、 ins_setas、 ins_
setinfo、 ins_setinit、 ins_setstate、および ins_listのLifeKeeperのLCDI_instances コマンドのみを使用してくだ

さい。これらのコマンドの詳細については、LCDI_instances (1M)のマニュアルページを参照してください。

l recovery。このオプションのディレクトリには、障害が検出されたリソースのローカルリカバリの試行に使用

されるプログラムがあります。recoveryディレクトリには、sendeventに渡されるイベントクラスに対応する

ディレクトリがあります。ディレクトリの名前は、sendeventプログラムに渡されるクラスパラメータ (-C)と一致

する必要があります。 (LifeKeeperの警告とリカバリを参照 )。

各サブディレクトリに、アプリケーションは対応するイベントタイプを処理するリカバリプログラムを入れることができま

す。これらのプログラムの名前は、sendeventの -Eパラメータで渡される文字列と一致する必要があります。この

オプションのディレクトリは、複数のアプリケーションに使用されるように存在することはできません。

l actions。このディレクトリには、特定のリソースタイプのリソースインスタンスについてのみ動作するリカバリ

実行プログラムのセットがあります。使用するアプリケーションについて、アプリケーション内のすべてのリソー
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スに適用する動作がある場合は、その動作を、resource type ディレクトリではなく、アプリケーションディ

レクトリのactionsサブディレクトリに入れてください。

リカバリ指示ソフトウェアが、リソースインスタンスの変更や復旧に使用されます。各リソースタイプのactionsディ

レクトリに、removeと restoreの2つの動作が必要です。

リソースの動作

リソースタイプのactionsディレクトリには、特定のアプリケーションの動作を記述するプログラム (多くの場合は

shellスクリプト )があります。各リソースタイプについて、restoreと removeの2つの動作が必要です。

removeと restoreのプログラムは、正反対の機能を実行する必要があります。つまり、相互の動作を元に戻す

必要があります。これらのスクリプトは、絶対に手動で実行しないでください。これらのスクリプトは、LifeKeeperの
リカバリ動作と制御のインターフェース (LRACI)のperform_action shellプログラムのみが実行する必要があ

ります (LRACI-perform_action (1M)マニュアルページを参照 )。

/opt/LifeKeeperのLCDのディレクトリ構造

以下の図に、 /opt/LifeKeeperのディレクトリ構造を示します。
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LCM
The LifeKeeper Communications Manager (LCM)は、1台以上のLifeKeeperサーバ上にあるプロセス間に信

頼性の高い通信を提供します。このプロセスは、システム間の冗長コミュニケーションパスを使用できるので、1
つのコミュニケーションパスに障害が発生しても、LifeKeeperやそれが保護するリソースには障害が発生しませ

ん。LCMは、RS-232 (TTY)とTCP/IPの接続を含む多様な通信方法をサポートしています。

LCMは以下の機能を提供します。

l LifeKeeper のハートビート。接続している他のLifeKeeperシステムと定期的に通信して、他のシステム

が動作を継続しているかどうかを判断します。LifeKeeperはハートビート信号がないことを認識することに

より、他の方法では検出されないシステム全体の障害を検出できます。

l 管理サービス。LifeKeeperの管理機能は、LCMの機能を使用してリモート管理を実行します。この機

能は、シングルポイントの管理、設定の検証、および管理動作の正常性チェックに使用されます。

l 設定とステータスの通信。LifeKeeper設定データベース (LCD)は、リソースのステータス、可用性、および

設定を LCM機能経由で記録します。LCMの機能により、LCDはプライマリとセカンダリのシステム間で

整合性のあるリソース情報を保持できます。

l フェイルオーバリカバリ。あるシステム上のリソースに障害が発生すると、LCMは LifeKeeperに、バックアッ

プシステム上にリソースを復旧するように通知します。
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LCMが提供する LifeKeeperのサービスに加えて、shellコマンドセットによりアプリケーションによる信頼性の高い

システム間通信が可能です。これらのコマンドとして、snd_msg, rcv_msg、can_talkなどがあります。これ

らのコマンドの詳細については、LCMI_mailboxes (1M)のマニュアルページを参照してください。LCMはシス

テム上でリアルタイムプロセスとして動作し、システムのハートビートが送信されるなどの重要な通信が確実に実

行されるようにします。

通信ステータスの情報

ステータス表示の通信ステータスの情報のセクションには、LifeKeeperが認識しているサーバとその現在の状

態、および各コミュニケーションパスの情報がリストされます。

以下の例は、ステータスの簡略表示の通信ステータスのセクションのものです。

MACHINE NETWORK ADDRESSES/DEVICE STATE PRIO

tristan TCP 100.10.100.100/100.10.100.200 ALIVE 1

tristan TTY /dev/ttyS0 ALIVE --

詳細については、ステータスの詳細表示とステータスの簡略表示のトピックの「通信ステータスの情報」セクション

を参照してください。

LifeKeeperの警報とリカバリ

LifeKeeperのエラー検出と通知は、イベント警報メカニズムsendeventをベースにしています。sendevent メカニ

ズムの重要な概念は、独立したアプリケーションが重要なコンポーネントについて警報を受信できるように登録

できることです。警報を開始する側のコンポーネントと受信する側のアプリケーションのいずれも、他のアプリケー

ションの存在を知るように変更する必要はありません。アプリケーションに固有のエラーが、sendevent機能経由

で LifeKeeperのリカバリメカニズムをトリガできます。

このセクションでは、警報クラス、警報の処理、および警報ディレクトリのレイアウトを含む警報に関連するトピッ

クを説明し、次に警報の概念を示す処理シナリオを示します。

警報クラス

/opt/LifeKeeper/eventsディレクトリには、アラームクラスのセットがリストされます。これらのクラスは、イベントを生

成するシステムの特定サブコンポーネントに対応します (例 : filesys)。各警報クラスのサブディレクトリには、可能

性のある警報のセットがあります (例 : badmount、diskfull)。shellスクリプトまたはプログラムを適切なディレクトリ

に入れることで、これらの警報を受信するようにアプリケーションを登録できます。

LifeKeeperは基本的な警報通知機能を使用しています。この警報機能により、イベントについて登録された

すべてのアプリケーションで、該当する警報の発生時に sendeventにより処理プログラムが非同期で実行されま

す。LifeKeeperが存在する場合、sendevent プロセスははじめに、LifeKeeperのリソースオブジェクトがクラスとイ

ベントを処理できるかどうかを判断します。LifeKeeperがクラス/イベントの一致を検出した場合、適切な復旧シ

ナリオが実行されます。

sendevent警報機能の追加スクリプトを定義することは任意です。LifeKeeperリソースを定義すると、

LifeKeeperが基本的な警報機能を提供します。その詳細は、この章の処理シナリオで後述します。
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注記 : リソースインスタンスのローカルリカバリは、LifeKeeperの制御下にあるアプリケーションが、中断されたリ

ソースサービスを、イベントが発生したシステムのエンドユーザに返そうとする試行です。サーバ間リカバリでは、ア

プリケーションはバックアップシステムに移行できます。この種のリカバリは、ローカルリカバリが失敗したか、ローカル

リカバリが不可能である場合に試行されます。

警報の処理

LifeKeeperの注意が必要な可能性のあるイベントを検出するアプリケーションまたはプロセスは、sendeventプ
ログラムを実行し、各エラークラス、エラー名、および障害のあるインスタンスの引数を渡すことにより、イベントを

報告できます。必須の詳細、オプションのパラメータ、および構文については、sendevent (5)のマニュアルページ

を参照してください。

警報ディレクトリのレイアウト

/opt/LifeKeeper/eventsディレクトリには、2種類の内容があります。

l LifeKeeper の指定クラス。LifeKeeperは、eventsディレクトリの下に lifekeeperと filesysの2つの警報

クラスを用意しています。警報イベントの例としては、diskfullなどがあります。警報クラスは、sendevent
コマンドの -Cオプションで渡される文字列に対応し、警報イベントは -Eオプションで渡される文字列に

対応します。Lifekeeperの警報クラスは、LifeKeeperのサブシステム内のイベント報告用に内部的に使

用されます。

l アプリケーションに固有のクラス。特定のアプリケーションで警報クラスの定義が必要な場合、eventsディ

レクトリに他のサブディレクトリが追加されます。アプリケーションは shellスクリプトまたはバイナリプログラム

をそのサブディレクトリに入れることで、これらの警報を受信するように登録します。これらのプログラムの名

前は、属するアプリケーションパッケージの名前に由来します。

LifeKeeper API for Monitoring

はじめに

LifeKeeper API for Monitoringは、稼働中のLifeKeeperに対して問い合わせを行うことで、LifeKeeperノードの

稼働状況や保護しているリソースの状況を取得できます。

概要

本APIはlighttpd上でCGIとして動作し、 lcdstatusコマンドで取得できる情報を、API経由で取得できるようにし

たものです。本APIで取得できる情報の概要は以下のとおりです。
l LifeKeeperノードの死活

l コミュニケーションパスの死活

l リソースの保護状況
これにより、ユーザは LifeKeeperサーバにログインせずとも異常の発生を知ることができます。しかし、具体的に

どのような異常が発生しているのかを確認するためには、LifeKeeperGUIにログインしたり、LifeKeeperのログを

確認したりする必要があります。
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取得できる情報

取得できる情報

LifeKeeperが稼働している１台のノードに対して、ユーザが問合せを行った場合、以下の情報が取得できま

す。なお、LifeKeeperは通常複数のサーバで構成されることが多いですが、取得できる情報は問合せを行った

サーバのもののみです。
l ステータス

l 各サーバの稼働状況

l ノード名

l 稼働状況 ( ALIVE/DEAD)

l コミュニケーションパスの稼働状況

l ノード名

l 稼働状況 ( ALIVE/DEAD)

l アドレス/デバイス名

l リソースの保護状況

l ノード名

l タグ
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l 稼働状況 ( ALIVE/DEAD)

l ステータス( ISP、OSU、OSF、 ...)

l 依存関係

l DRリソースのミラー情報 (ステータスがISPの場合のみ取得可能 )

l タグ

l Mirror status configuration (Sync, Pause, ...)

l replication status (75%, 100%, ...)

l ログ

l /var/log/lifekeeper.log※ログファイルのパスが変更されている場合はサポートしない

l 最大1000行分 (データ出力フォーマットがHTMLの場合 )

l 全て(データ出力フォーマットがplain textの場合 )

l /var/log/lifekeeper.err※ログファイルのパスが変更されている場合はサポートしない

l 最大1000行分 (データ出力フォーマットがHTMLの場合 )

l 全て(データ出力フォーマットがplain textの場合 )

通信形式

本 APIで情報を取得するための通信は、HTTPで行います。

ユーザが対象サーバ上で動作する lighttpd上で動作するCGIに対してHTTP GETリクエストを送信すると、前

述の情報を取得することができます。

データフォーマット

データフォーマットは以下の３つがあります。
l JSON

l 外部ツールにてステータスを解析するために利用されることを想定

l ステータスの確認が可能

l ログの出力はできない

l HTML

l ブラウザでの目視確認などに利用されることを想定

l ステータスの確認が可能

l ログは 1000行分のみ取得可能

l plain text
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データフォーマット

l ステータスの確認はできない

l ログの取得ができる

l /var/log/lifekeeper.logや /var/log/lifekeeper.errの全ての内容を取得可能

LifeKeeperのクラスタ設定が以下の図の状態であるとき、取得できる JSON フォーマットとHTMLフォーマットを

示します。

{
"resource": [

{
"replication": {},
"child": [

{
"tag": "datarep-data"

}
],
"server": {

"status": "ISP",
"name": "lk01"
},

"tag": "/data"
},
{
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データフォーマット

"replication": {
"percent": "100%",
"mirror": "Fully Operational"

},
"child": [],
"server": {

"status": "ISP",
"name": "lk01"

},
"tag": "datarep-data"

},
{

"replication": {},
"child": [],
"server": {

"status": "ISP",
"name": "lk01"

},
"tag": "ip-10.125.139.118"

}
],
"compath": [

{
"status": "ALIVE",
"server": [

{
"name": "lk01",
"term": "192.168.139.18"

},
{

"name": "lk02",
"term": "192.168.139.19"

}
]

},
{

"status": "ALIVE",
"server": [

{
"name": "lk01",
"term": "172.20.139.18"

},
{

"name": "lk02",
"term": "172.20.139.19"

}
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]
}

],
"server": [

{
"status": "ALIVE",
"name": "lk01"

},
{

"status": "ALIVE",
"name": "lk02"

}
]

}

使用方法

本機能の有効化

本機能はデフォルトでは無効になっています。有効にする場合、 /etc/default/LifeKeeperに以下の設定を行う

必要があります。
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ポート番号

LKAPI_MONITORING=true
なお、本機能の有効・無効を切り替える場合、LifeKeeperの再起動は不要です。

クラスタを構成している場合、設定の有効化は、問い合わせを行うLifeKeeperノードにのみ必要です。問い合

わせを行わないノードは本機能の設定が無効であっても問題ありません。

ポート番号

本機能は、デフォルトでは 779番ポートを使用します。ポート番号をデフォルトから変更する場合、

/etc/default/LifeKeeperに以下の設定を行う必要があります。

LKAPI_WEB_PORT=<ポート番号>

使用例

LifeKeeperが稼働しているサーバに以下のように問い合わせることで情報を取得できます。ここでは、curlを用

いた例を示します。

curl http://<IPADDR>:779/Monitoring.cgi
このように引数を与えない場合、デフォルトでは JSON形式にて現在のステータスが取得できます。HTML形
式でログを取得する場合、以下のように引数を指定します。

curl http://<IPADDR>:779/Monitoring.cgi?format=html&show=log

使用できる引数一覧は以下の通りです。

名前 説明 値 備考

show 取得したい情報を指

定する

status, log,
log-err デフォルトは status

format データフォーマットを指

定する

json, html,
plain

デフォルトでは json
show=log,log-errを指定した時に、 format=jsonを指定した

場合はエラーとなる

セキュリティ

本機能を用いると、情報取得のリクエストを行った全てのユーザがLifeKeeperのステータスを取得することができ

ます。

そのため、ユーザのセキュリティ設定に基づき、ステータスを取得できるユーザの制限や、SSLの設定、情報の

暗号化を行うことができます。

Basic認証

本APIで情報を取得するために、Basic認証を使用することができます。

lighttpd設定ファイルの修正例は以下の通りです。赤字で示す箇所を追加、変更してください。修正後、設

定を反映させるため、コマンド 「/opt/LifeKeeper/sbin/sv restart steeleye-lighttpd」 を実行し、 lighttpdを再起動

してください。
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SSL/TLS対応

なお htpasswdコマンドが存在しない場合、ご使用のディストリビューション提供のhttpd-toolsをインストールして

ください。

/opt/LifeKeeper/etc/lighttpd/lighttpd.conf

server.modules = (
:
"mod_auth", # uncommenting

/opt/LifeKeeper/lib64/steeleye-lighttpd/include_server_bind.pl

print qq/\$SERVER["socket"] == "$addr:$port" {\n/;
print qq/ server.document-root = "\/opt\/LifeKeeper\/api"\n/;
print qq/ auth.backend = "htpasswd"\n/;
print qq/ auth.backend.htpasswd.userfile =
"\/opt\/LifeKeeper\/etc\/lighttpd\/lighttpd.user.htpasswd"\n/;
print qq/ auth.require = ( "\/" =>\n/;
print qq/ (\n/;
print qq/ "method" => "basic",\n/;
print qq/ "realm" => "LifeKeeperAPI",\n/;
print qq/ "require" => "valid-user"\n/;
print qq/ )\n/;
print qq/ )\n/;
print qq/ }\n/;

htpasswdファイル作成手順

htpasswd -c /opt/LifeKeeper/etc/lighttpd/lighttpd.user.htpasswd
<USERNAME>

SSL/TLS 対応

本 APIでの通信において、SSL/TLSを用いることができます。 lighttpd設定ファイルの修正例は以下の通りで

す。修正後、設定を反映させるため、コマンド「/opt/LifeKeeper/sbin/sv restart steeleye-lighttpd」を実行し、

lighttpdを再起動してください。

また、この対応により、本 APIが使用するデフォルトポートの設定が不要となった場合は、次の「779番ポートの

無効化」を参照し無効化をおこなってください。

/opt/LifeKeeper/etc/lighttpd/include_ssl_port.pl
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779番ポートの無効化

configAPI("0.0.0.0", 443);
if(socket($sock, AF_INET6, SOCK_STREAM, 0)) {

configAPI("[::]", 443);
}

sub configAPI {
my $addr = shift;
my $port = shift;

print qq/\$SERVER["socket"] == "$addr:$port" {\n/;
print qq/ server.document-root = "\/opt\/LifeKeeper\/api"\n/;
print qq/ ssl.engine = "enable"\n/;
print qq/ ssl.pemfile =

"\/opt\/LifeKeeper\/etc\/certs\/LK4LinuxValidNode.pem"\n/;
print qq/ ssl.use-sslv2 = "disable"\n/;
print qq/ ssl.use-sslv3 = "disable"\n/;
print qq/ }\n/;

}

779番ポートの無効化

SSL/TLSの対応を行った場合、お客様の環境によっては本 APIが従来使用していたポート (デフォルトでは

779番ポート )の設定が不要となる場合があります。その場合は、以下の設定を削除、あるいはコメントアウトを

行い、本 APIが使用するデフォルトポートの設定を無効化してください。修正後、設定を反映させるため、コマ

ンド「/opt/LifeKeeper/sbin/sv restart steeleye-lighttpd」を実行し、 lighttpdを再起動してください。

/opt/LifeKeeper/lib64/steeleye-lighttpd/include_server_bind.pl

#lkapi_config("0.0.0.0", $lkapi_port);
#if(socket($sock, AF_INET6, SOCK_STREAM, 0)) {
# lkapi_config("[::]", $lkapi_port);
#}

IP アドレスアクセス制限

アクセス可能な IPアドレスを制限することができます。

IPアドレス192.168.10.1以外の接続を拒否する場合の lighttpd設定ファイルの修正例は以下の通りです。修

正後、設定を反映させるため、コマンド「/opt/LifeKeeper/sbin/sv restart steeleye-lighttpd」を実行し、 lighttpd
を再起動してください。

/opt/LifeKeeper/etc/lighttpd/conf.d/lkapi_user.conf

$HTTP["remoteip"] != "192.168.10.1" {
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エラー

url.access-deny = ( "" )
}

エラー

本 API実行時にエラーが発生することがあります。その際、エラーの概要が出力されます。以下に JSON フォー

マットでのエラー例を示します。 なお、ここでは lighttpdが返すHTTPステータスコードについては触れません。

{
"error" : {

id : -1,
message : "Failed to get LCD status"
}

}

出力フォーマットがHTML版の場合も、同様の内容のメッセージを出力します。

メンテナンス作業

以下に、LifeKeeperのメンテナンス作業を示します。

LifeKeeperの設定値の変更

LifeKeeperには、設定と設定を行った後に変更を要する場合がある値が多数あります。変更を要する場合が

ある値の例として、LifeKeeperサーバのuname、コミュニケーションパスの IPアドレス、 IP リソースのアドレス、タグ

名などがあります。これらの値を変更するには、注意して以下の手順に従ってください。

1. 以下のコマンドを使用して、すべてのサーバで LifeKeeperを停止してください。

/etc/init.d/lifekeeper stop-nofailover

コミュニケーションパスを削除したり、サーバからリソース階層を拡張解除したりする必要はありません。

2. LifeKeeperサーバのunameを変更する場合は、hostname(1)コマンドを使用してサーバのホスト名を

変更してください。

3. 先に進む前に、新しいホスト名がクラスタ内のすべてのサーバで解決可能であることを確認してください。

コミュニケーションパスのアドレスを変更する場合は、新しいアドレスが設定され、動作していることを確認

してください (ping と telnetのユーティリティをこの確認に使用可能 )。

4. LifeKeeperの複数の値を変更する必要がある場合は、クラスタ内の各サーバ上のファイルで、古い値と

新しい値を以下のフォーマットで指定する必要があります。

old_value1=new_value1
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LifeKeeperの設定値の変更

....

old_value9=new_value9

5. クラスタ内のすべてのサーバで lk_chg_valueコマンドを実行し、出力を確認して、予測しなかった変

更内容による副作用が発生していないことを確認してください。変更する値が複数ある場合は、以下

のコマンドを実行してください。

$LKROOT/bin/lk_chg_value -Mvf file_name

file_nameは、手順 4で作成したファイルの名前です。

変更する値が1つのみの場合は、以下のコマンドを実行してください。

$LKROOT/bin/lk_chg_value -Mvo old_value -n new_value

-M オプションは、LifeKeeperのすべてのファイルに対して変更を行わないことを指定します。

6. クラスタ内のすべてのサーバで、-Mオプションを指定せずに lk_chg_value コマンドを実行して、

LifeKeeperのファイルを変更してください。変更する値が複数ある場合は、以下のコマンドを実行してく

ださい。

$LKROOT/bin/lk_chg_value -vf file_name

file_nameは、手順 4で作成したファイルの名前です。

変更する値が1つのみの場合は、以下のコマンドを実行してください。

$LKROOT/bin/lk_chg_value -vo old_value -n new_value

7. 以下のコマンドを使用して、LifeKeeperを再起動してください。

/etc/init.d/lifekeeper start

LifeKeeperのGUIを使用してクラスタを表示する場合は、GUIを閉じてから再起動しなければならない

ことがあります。

例 :

Server1とServer2は、2ノードクラスタ内にある LifeKeeperサーバのunameです。Server1は、アドレス

172.17.100.48のコミュニケーションパスを持ちます。Server2はアドレス172.17.100.220の IP リソースを持

ち、この IP リソースは Server1に拡張されています。Server1について以下の値を変更します。

値 旧 新

uname Server1 Newserver1

コミュニケーションパスのアドレス 172.17.100.48 172.17.105.49

IP リソースのアドレス 172.17.100.220 172.17.100.221

これらの変更を行うには、以下の手順を実行する必要があります。

1. 以下のコマンドを使用して、Server1とServer2の両方で LifeKeeperを停止してください。

/etc/init.d/lifekeeper stop-nofailover
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ファイルシステムの健全性の監視

2. 以下のコマンドを使用して、Server1のunameをNewserver1に変更してください。

hostname Newserver1

3. Newserver1とServer2の両方に、以下の内容を持つファイル /tmp/subsを作成してください。

Server1=Newserver1

172.17.100.48=172.17.105.49

172.17.100.220=172.17.100.221

4. 両方のサーバで以下のコマンドを実行し、出力を確認して、予測しなかった変更内容による副作用が

発生していないことを確認してください。

$LKROOT/bin/lk_chg_value -Mvf /tmp/subs

5. 両方のサーバで、-Mオプションを指定せずに lk_chg_valueコマンドを実行して、LifeKeeperのファイル

を変更してください。

$LKROOT/bin/lk_chg_value -vf /tmp/subs

6. 以下のコマンドを使用して、両方のサーバで LifeKeeperを再起動してください。

/etc/init.d/lifekeeper start

注記 :

l LifeKeeperのファイルを変更せずに lk_chg_valueによる変更内容を表示するには、-Mオプションを

使用してください。lk_chg_value が調べるファイルを表示するには、-vを使用してください。タグ名を

変更しない場合は、-Tオプションを使用してください。リソース IDを変更しない場合は、-I オプションを使

用してください。

ファイルシステムの健全性の監視

ファイルシステムの健全性の監視機能は、LifeKeeperが保護する、ファイルシステム依存のアプリケーションで障

害が発生する原因となる条件を検出します。監視は、アクティブ /サービス中のリソース (つまりファイルシステム)
でのみ実行されます。監視する条件は、以下の2つです。

l ファイルシステムがフル (またはほぼフル)の状態になる。

l ファイルシステムが不適切にマウント (またはアンマウント )された。

これら 2つの条件のいずれかが検出されると、いくつかの動作のいずれかが実行されることがあります。

l 警告メッセージがログ記録され、システム管理者に電子メールを送信できる。

l リソースインスタンスのローカルリカバリを試行できる。

l リソースをバックアップサーバにフェイルオーバできる。
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条件の定義

条件の定義

フル (もしくは空き容量が少なくなっている)のファイルシステム

ディスクフルの条件は検出できますが、ローカルリカバリまたはフェイルオーバの実行で解決することはできません。

管理者の操作が必要です。デフォルトでは、メッセージがログ記録されます。さらに、通知スクリプトを使用して

警告メッセージを管理者あてにメール送信するなど、任意の追加処理を行うことが可能です。このスクリプトは

LifeKeeperインストールディレクトリ内の "events/filesys/diskfull/notify"にあります。

ディスクフルの条件に加えて、ディスクの使用率が指定のしきい値を超えている場合、警告メッセージを

LifeKeeperのログに記録できます。

ディスクフルのしきい値は以下のとおりです。

FILESYSFULLERROR=95

警告を行うしきい値は以下のとおりです。

FILESYSFULLWARN=90

デフォルト値は上記のとおりそれぞれ 90% と95%ですが、 /etc/default/LifeKeeperファイルの調整可能なパラ

メータを使用して設定できます。これら 2つのしきい値の意味は以下のとおりです。

FILESYSFULLWARN -ファイルシステムがこの割合まで使用されると、メッセージがLifeKeeperのログに表

示されます。

FILESYSFULLERROR -ファイルシステムがこの割合まで使用されると、メッセージがLifeKeeperのログ、

およびシステムログに表示されます。ファイルシステムの通知スクリプトも呼び出されます。

アンマウントされた、または不適切にマウントされたファイルシステム

LifeKeeperは /etc/mtabファイルをチェックして、LifeKeeperが保護するサービス中のファイルシステムが実際にマ

ウントされているかどうかを調べます。さらに、 filesysのリソース情報フィールドに保存されているマウントオプション

に対してマウントオプションをチェックし、階層の作成時に使用されていた元のマウントポジションと一致するかどう

かを確認します。

ファイルシステムがアンマウントされているか、不適切にマウントされていることを検出した場合、ローカルリカバリが

起動され、正しいマウントオプションを使用してファイルシステムの再マウントが試行されます。

再マウントに失敗した場合、条件を解消するためにフェイルオーバが試行されます。以下のリストに、フェイル

オーバに進行する場合がある再マウントの障害の一般的な原因を示します。

l ファイルシステムが破損している (fsckの障害 )

l マウントポイントディレクトリの作成失敗

l マウントポイントがビジー

l マウントの失敗

l LifeKeeperの内部エラー
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LifeKeeperが保護するシステムのメンテナンス

LifeKeeperが保護するシステムのメンテナンス

LifeKeeperが保護するサーバをシャットダウンしてメンテナンスを行うときには、メンテナンスの前に、バックアップ

サーバでシステムのリソース階層を in serviceにする必要があります。このプロセスにより、メンテナンスが必要なシ

ステム上にある共有ディスクの動作がすべて停止します。

記載の順序で、以下の操作を実行してください。Server Aはメンテナンスが必要なプライマリシステム、Server
Bはバックアップサーバです。

1. Server B で階層を in serviceにしてください。バックアップのServer Bで、LifeKeeperのGUIを使用し

て、現在 Server Aでサービス中のリソース階層を in serviceにします。これにより、LifeKeeperの保護下

にある共有ディスクに存在しているServer Aのファイルシステムがアンマウントされます。詳細については、

リソースを In Serviceにするを参照してください。

2. Server A で LifeKeeper を停止してください。LifeKeeperのコマンド /etc/init.d/lifekeeper
stop-nofailoverを使用して、LifeKeeperを停止します。リソースが保護されていない状態になりま

す。

3. Linux をシャットダウンし、Server A の電源をオフにしてください。Server AのLinuxオペレーティングシステ

ムをシャットダウンし、サーバの電源をオフにします。

4. メンテナンスを実行してください。Server Aで必要なメンテナンスを実行します。

5. Server A の電源をオンにし、Linux を再起動してください。Server Aの電源をオンにし、次に Linuxオペ

レーティングシステムを再起動します。

6. Server A で LifeKeeper を開始してください。LifeKeeperのコマンド /etc/init.d/lifekeeper
startを使用して、LifeKeeperを開始します。リソースが保護されている状態になります。

7. 必要に応じて、Server A で階層を in-serviceにしてください。Server Aで LifeKeeperのGUIを使用し

て、Server Bにスイッチオーバしていたすべてのリソース階層を in serviceにしてください。

リソース階層のメンテナンス

システム上のその他すべての階層を LifeKeeperで保護した状態で、あるリソース階層のメンテナンスを実行でき

ます。このためには、メンテナンスが必要な階層をOut of Serviceにし、メンテナンス作業の完了後にその階層

を In Serviceにします。

リソース階層のメンテナンスを実行するには、以下の手順に従ってください。

1. 階層を Out of Serviceにしてください。LifeKeeperのGUIを使用して、メンテナンスを実行する必要が

あるリソース階層をすべてOut of Serviceにします。詳細については、リソースをOut of Serviceにするを

参照してください。

2. メンテナンスを実行してください。リソース階層で必要なメンテナンスを実行します。

3. 階層をリストアしてください。LifeKeeperのGUIを使用して、リソース階層を In Serviceにします。詳細に

ついては、リソースを In Serviceにするを参照してください。

フェイルオーバ後の復旧

LifeKeeperがプライマリサーバ (Server A)からバックアップサーバ (Server B)にフェイルオーバリカバリを実行した
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後、以下の手順を実行してください。

1. ログを確認してください。Server BのLifeKeeperがServer Aからフェイルオーバリカバリを実行すると、フェ

イルオーバ中にステータスメッセージが表示されます。

実際の出力は、設定によって異なります。マウントやアンマウントの失敗に関するいくつかのメッセージが

表示されることが予測されますが、これらのメッセージはリカバリの失敗を示唆しません。これらのメッセー

ジ、およびServer Bでリソースを in serviceにするときに発生したエラーは、LifeKeeperのログに記録され

ます。

2. メンテナンスを実行してください。Server Aの障害の原因を特定し、解決します。メンテナンスを実行する

ために、Server Aの電源をオフにすることが必要な場合があります。

3. 必要に応じて、Server A を再起動してください。メンテナンスが完了したら、必要に応じて Server Aを

再起動します。

4. 必要に応じて、LifeKeeper を開始してください。Server Aで LifeKeeperが動作していない場合は、コ

マンド /etc/init.d/lifekeeper startを使用して、LifeKeeperを開始してください。

5. アプリケーションを Server A に戻してください。都合のよい時点で、LifeKeeperのGUIを使用して、

Server Aでアプリケーションを in serviceにします。詳細については、リソースを In Serviceにするを参照し

てください。Server Aでアプリケーションが [Automatic Switchback]に設定されている場合は、この手順

は不要なことがあります。

LifeKeeperの削除

Linux環境でのLifeKeeperパッケージのアンインストールはコマンドラインから行います。以下のコマンドを実行し

てください。

/opt/LifeKeeper/bin/rmlk

これによりすへ でのLifeKeeperパッケージがアンインストールされ、システムから /opt/LifeKeeperディレクトリが削

除されます。このコマンドは、システム上で LifeKeeperが実行されているかどうかにかかわらず実行できます。

クラスタ内のすべてのノードで LifeKeeperを実行している状態でコマンドを実行すると、階層の拡張が解除さ

れ、すべてのコミュニケーションパスが削除されます。これにより、コマンドが実行されたノードに残っているものがす

べて削除され、ノードを効果的にクラスタから削除できます。

LifeKeeperがコマンドの実行時に実行されていない場合、別のノードには削除されずに残るものが発生し、実

行中のシステムに影響を与える可能性があります。

このコマンドでは、次の2つのオプションを使用できます。

l -j ： LifeKeeperによってインストールされた Javaパッケージをすべて削除します。

l -l ：すべてのLifeKeeperライセンスを削除します。

このコマンドは慎重に使用してくた ざい。

注記 : lkbackupコマンドによる LifeKeeper構成の定期的なバックアップは、結果を自動的に

/opt/LifeKeeper/config/にアーカイブします。 rmlkコマンドは /opt/LifeKeeperディレクトリを削除するため、コマン

ドを実行する前にアーカイブをバックアップすることを推奨します。
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ファイアウォールを使用した状態でのLifeKeeperの実行

ファイアウォールを使用した状態でのLifeKeeperの実行

以下のネットワークアクセス要件を満たす場合、LifeKeeper for Linuxは、同一サーバ上にファイアウォールを設

定した状態で実行できます。

注記 : ファイアウォールを単に無効にする場合は、後述のファイアウォールの無効化を参照してください。

LifeKeeperのコミュニケーションパス

コミュニケーションパスは、特定の IPアドレスを使用して、LifeKeeperクラスタ内にあるサーバペアの間に設定さ

れます。TCPポート 7365は、作成時にデフォルトで各通信のリモート側により使用されますが、通信の開始側

のTCPポートは任意です。推奨方法は、そのシステムが既知のコミュニケーションパスでローカルとリモートの IP
アドレスの各指定ペアについて、受信と送信の両方のトラフィックを許可するように、各 LifeKeeperサーバにファ

イアウォールを設定することです。

LifeKeeper GUIの接続

LifeKeeper GUIは、デフォルトの初期接続ポートであるポート 81と82を含めて、特定のTCPポートを多数使

用します。また、LifeKeeper GUIは、ポート 1024以降をオブジェクトの送受信に使用するリモートメソッド呼び

出し (RMI)も使用します。これらすべてのポートが、各 LifeKeeperサーバのファイアウォールで、少なくとも GUI ク
ライアントが動作する外部システムに対して開いている必要があります。

LifeKeeperの IPアドレスリソース

IPアドレスに関連するアプリケーションにアクセスする必要があるクライアントシステムから、LifeKeeperの階層に

ある IPアドレスリソースにアクセスできるように、ファイアウォールを設定する必要があります。 IPアドレスリソースは

LifeKeeperクラスタ内のあるサーバから別のサーバに移動できるので、すべてのLifeKeeperサーバ上のファイア

ウォールを適切に設定する必要があります。

また、LifeKeeperは、ブロードキャスト pingのテストを使用して、 IPアドレスリソースの健全性を定期的にチェック

します。このテストでは、仮想 IPアドレスからブロードキャスト pingパケットを送信し、ローカルサブネット上の他の

いずれかのシステムが最初に応答するまで待ちます。このテストが失敗しないようにするには、各 LifeKeeper
サーバ上のファイアウォールが以下のタイプのネットワーク動作を許可するように設定する必要があります。

l 仮想 IPアドレスからのインターネット制御メッセージプロトコル (ICMP)パケットの送信 (アクティブな

LifeKeeperサーバがブロードキャスト pingを送信できる)

l 仮想 IPアドレスからの ICMPパケットの受信 (他のLifeKeeperサーバがブロードキャスト pingを受信でき

る)

l 任意のローカルアドレスからの ICMP応答パケットの送信 (他のLifeKeeperサーバがブロードキャスト ping
に応答できる)

l 仮想 IPアドレスでの ICMP応答パケットの受信 (アクティブな LifeKeeperサーバがブロードキャスト ping
への応答を受信できる)
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LifeKeeper Data Replication
LifeKeeper Data Replicationを使用する場合は、複製に ndbを使用する任意のポートへのアクセスを許可する

ように、ファイアウォールを設定する必要があります。nbdが使用するポートは、以下の式で計算できます。

10001 + <mirror number> + <256 * i>

iは 0から始まり、使用されていないポート番号が計算されるまで加算されます。 /etc/servicesに定義されてい

るポート、netstat -an --inetの出力に含まれるポート、または LifeKeeper Data Replicationの他のリソースが使

用中としてすでに定義されているポートは、使用中です。

例 : LifeKeeper Data Replicationリソースのミラー番号が0である場合、式は当初、使用するポートを 10001と
して計算しますが、この番号は、一部のLinuxディストリビューションでは SCP設定ポートとして /etc/servicesに
定義されています。この場合、 iが1だけ増分されてポート番号 10257が得られます。この番号は、これらの

Linuxディストリビューションの /etc/servicesには定義されていません。

その他ノード間通信

LifeKeeperの各サーバは、ポート 778のSSL接続を使用して通信を行います。このポートは、

/etc/default/LifeKeeper内の設定変数 API_SSL_PORTを使用して変更できます。

ファイアウォールの無効化

ファイアウォールを無効化する場合は、ご使用のディストリビューションのマニュアルに従い設定を行ってください。

ファイアウォール経由でのLifeKeeper GUI の実行

場合によっては、LifeKeeperクラスタが会社のファイアウォール内に配置され、管理者はファイアウォールの外側

にあるリモートシステムから LifeKeeper GUIを実行します。

LifeKeeperは、GUIのサーバとクライアントとの通信にリモートメソッド呼び出し (RMI)を使用します。RMI クライ

アントは、それぞれの方向に通信を確立できる必要があります。RMI クライアントは動的ポートを使用するの

で、クライアントには推奨ポートを使用できません。

解決法としては、以下のように sshを使用して、ファイアウォールを通過する方法があります。

1. 社内の IT部門が、ファイアウォール内にアクセスするために十分にセキュリティの高い shellポートを社内

ファイアウォールに開けていることを確認します。多くの場合、 IT部門がアクセスを許可するマシンは、実

際にはクラスタ内のマシンではなく、そこからクラスタ内にアクセスできる中間マシンです。このマシンは、

Unixまたは Linuxが動作するマシンである必要があります。

2. 中間マシンとLifeKeeperサーバの両方が、sshd (Secure Shellデーモン)を実行していること、およびX11
ポート転送が有効になっていること (これは通常、etc/ssh/sshd_configの `X11Forwarding yes'行にあ

る)を確認してください。不明の場合は、 IT部門に依頼してください。

3. XのUnix クライアントから以下のコマンドを使用して、中間マシンにトンネルを作成します。

ssh -X -C <intermediate machine>
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リソース階層の転送

-C は「トラフィックの圧縮」を意味し、低速のインターネットリンクから受信する場合に役立つことが多々あ

ります。

4. 中間マシンから以下のコマンドを使用して、LifeKeeperサーバにトンネルを作成します。

ssh -X <LifeKeeper server>

中間マシンは LifeKeeperサーバとの間にかなり高い帯域幅の接続をもつはずなので、このコマンドには

圧縮は不要です。

5. すべての操作が良好に完了した場合、以下のコマンドを実行してください。

echo $DISPLAY

「localhost:10.0」のような値に設定されます。値が設定されない場合、X11の転送がいずれかのsshd
設定ファイルで無効になっています。

6. 以下のコマンドを実行して、LifeKeeperサーバから単純な xtermをポップアップ表示できることを確認して

ください。

/usr/X11R6/bin/xterm

7. xtermが表示された場合、以下のコマンドを使用して、LifeKeeperで lkGUIappを実行できます。

/opt/LifeKeeper/bin/lkGUIapp

8. GUI コンソールが表示されるまで待ってください。Javaは多くのグラフィックス動作を使用し、低速リンクで

伝播するには時間がかかります (圧縮している場合でも)。しかし、最終的にはGUI コンソールが表示さ

れます。

リソース階層の転送

LifeKeeperサーバで定期的なメンテナンスやその他の作業を実行する必要がある場合、LifeKeeperのGUIを
使用して In Serviceのリソースを別のサーバに移動できます。サーバAからサーバBに In Serviceのリソース階

層を転送するには、GUIを使用してサーバBでリソース階層を in serviceにします。サーバAのリソースがすべ

て、対応するバックアップサービスで In Serviceになるまで、操作を繰り返します。手順については、リソースを In
Serviceにするを参照してください。

サーバAのリソースがすべて、バックアップサーバでアクティブになった後、アプリケーションの処理に影響を与えるこ

となく、サーバAをシャットダウンできます。ただし、メンテナンスの期間中、クラスタ内にあるサーバ数によっては、

リソースがLifeKeeperで保護されないことがあります。

テクニカルノート

お使いのLifeKeeper環境に関する設定と動作上の問題に関する以下のテクニカルノートをお読みになることを

強く推奨します。

LifeKeeperの機能

項目 説明
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チューニング

ライセンス

LifeKeeperを使用するには、各サーバに一意の実行時ライセンスキーが必要です。これは物

理サーバおよび仮想サーバの両方に適用されます。ライセンスキーは、LifeKeeper Coreソフト

ウェア、およびLifeKeeperリカバリキットの各パッケージにそれぞれ必要です。インストールスクリプ

トで、サーバのHost IDを取得して表示するラインセンスユーティリティパッケージをインストールし

ます。ライセンスがインストールされた後、ユーティリティが、使用可能な Entitlement ID、または

Host ID (Entitlement IDが使用できない場合 )を返します。ホスト IDおよびソフトウェアに付属

のアクティベーション IDを使用して SIOS Technology Corp. のWeb サイトからライセンスキー

を取得してください。

大型クラス

タのサポー

ト

LifeKeeperは、最大 32台のサーバを持つ大型クラスタの設定をサポートします。ただし、

LifeKeeper以外の多くの要因が、クラスタ内でサポートされるサーバの台数に影響することがあ

ります。この要因として、ストレージの相互接続、オペレーティングシステム、ストレージソフトウェ

アの制限などがあります。サポートされる最大クラスタサイズを調べるには、ベンダ固有のハード

ウェアとソフトウェアの設定情報を参照してください。

国際化と

ローカライズ

LifeKeeper for Linux v5.2以降は、リソース名とタグ名でのワイド /マルチバイト文字の使用をサ

ポートしていますが、ネイティブの言語メッセージサポートは含まれていません。Javaのプロパティ

ファイルのロケール固有バージョンを作成することにより、LifeKeeperのGUIをローカライズできま

すが、現在フルにローカライズされているのは英語バージョンのみです。ただし、LifeKeeperの
GUIに表示される多くのメッセージは LifeKeeper Coreから来ているので、GUIのローカライズ

は、ユーザにとって、Coreソフトウェアがフルにローカライズされるまでの単なる部分的な解決法

です。

追加情報については、制限または既知の問題の「言語環境の影響」も参照してください。

LifeKeeper
のMIB ファ

イル

LifeKeeperは、LifeKeeperクラスタ内で発生するイベントを記述するSNMP トラップを送出する

ように設定できます。この機能の設定に関する詳細については、 lk_configsnmp(8)のマニュアル

ページを参照してください。LifeKeeperのトラップを記述するMIBファイルは、

/opt/LifeKeeper/include/LifeKeeper-MIB.txtに記載されています。

Watchdog LifeKeeperは、Watchdog機能をサポートしています。この機能は、SIOS Technology Corp.に
よりRedHat EL 6 + softdog、およびRedHat EL 7 + softdogでテスト済みです。

STONITH
LifeKeeperは、STONITH機能をサポートしています。この機能は、SIOS Technology Corp.に
より IBM x3550 x86_64アーキテクチャ上のSLES 11、およびRHEL5.5の64-ビットでテスト済み

です。

XFS ファイ

ルシステム

XFSファイルシステムは、ファイルシステムのチェックと修正に fsckユーティリティを使用しません。

その代わりに、ログの再生をマウントに依存します。整合性の問題についての懸念がある場合

は、システム管理者がファイルシステムを out of serviceにしてシステムをアンマウントし、xfs_
check(8)とxfs_repair(8)を実行して問題を解決する必要があります。

IPv6 SIOSは、 ip コマンドの使用に移行し、 ifconfigコマンドを使用しなくなりました (詳細について

は IPv6の既知の問題を参照 )。

チューニング

項

目
説明
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LifeKeeperの動作

IPC
セマ

フォ

と

IPC
共

有

メモ

リ

LifeKeeperには、プロセス間通信 (IPC)セマフォと IPC共有メモリが必要です。以下のLinux カーネル

オプションのRedHatのデフォルト値は、 /usr/src/linux/include/linux/sem.hにあり、LifeKeeperの多数の

設定をサポートするのに十分な値です。

必要なオプション Red Hat 6.2のデフォルト値

SEMOPM        14 32
SEMUME        20 32
SEMMNU        60 32000
SEMMAP        25 32000
SEMMNI         25 128

シス

テム

ファ

イル

テー

ブル

LifeKeeperがバックアップシステムに正常にフェイルオーバするためには、システムリソースが使用可能で

ある必要があります。例えば、システムファイルテーブルがフルの場合、LifeKeeperが新しいプロセスを開

始してリカバリを実行することができない可能性があります。エンタプライズパッチを持つカーネル

(LifeKeeperがサポートするものを含む)では、 file-max、つまりシステムで開いているファイルの最大数

は、デフォルトでシステムメモリサイズの1/10に設定されます。これは、LifeKeeperの多数の設定をサ

ポートするのに十分な値です。 file-max値をデフォルト値よりも低く設定すると、予期しない LifeKeeper
の障害が発生することがあります。

file-max値は、以下のコマンドで取得できます。

cat /proc/sys/fs/file-nr

このコマンドは、3つの値を返します。1番目の値はファイルテーブルのエントリのこれまでの最大値 (シス

テムがこれまでに検出した最大値 )、2番目の値は現在のファイルテーブルのエントリ数、3番目の値は

file-max値です。

file-maxを調整するには、 /etc/sysctl.confの「fs,file-max」値を追加 (または変更 )し (フォーマットにつ

いては sysctl.conf(5)を参照 )、

sysctl –p

次にこのファイルを実行して、システムを更新します。 /etc/sysctl.confの値は、再起動後も保持されま

す。

LifeKeeperの動作

項目 説明

カーネ

ルデ

バッガ

(kdb)

init s

LifeKeeperが保護するサーバでカーネルデバッガ (kdb)を使用したり init s に移動する前に、その

サーバで LifeKeeperをシャットダウンするか、LifeKeeperが保護するリソースをバックアップサーバにス

イッチオーバする必要があります。LifeKeeperのSCSI予約デーモン (lkscsidと lkccissd)を有効に

した状態で (デフォルトで有効 )、kdbを使用すると、予期しないパニックが発生することがあります。
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サーバの設定

ロックし

ている

共有デ

バイス

でのシ

ステム

パニック

LifeKeeperはロックを使用して、共有 SCSIバス上にある他のサーバがアクセスしないように共有

データを保護します。他のサーバがデバイスをロックしたことによりLifeKeeperがデバイスにアクセスで

きない場合、致命的なエラーが発生し、即座に対処する必要があります。対処しない場合、デー

タが破損するおそれがあります。この条件が検出された場合、LifeKeeperはシステムにパニックを発

生させる機能を有効にします。

共有デバイスが予約された状態で、LifeKeeperが「/etc/init.d/lifekeeper stop-
nofailover」以外の方法により停止した場合 (init sの実行で発生することがある)、他のサーバ

がリソースを復旧するときに LifeKeeperのロックメカニズムによりカーネルのパニックがトリガされることが

あります。この方法で LifeKeeperを停止する前に、リソースをすべて out-of-serviceにする必要があ

ります。

noloc-
k オプ

ション

When using storage applications with locking and following recommendations for the NFS mount
options, SPS requires the additional nolock option be set, e.g.
rw,nolock,bg,hard,nointr,tcp,nfsvers=3,timeo=600,rsize=32768,wsize=32
768,actimeo=0.

Out-of-
Servic
e階層

の復旧

LifeKeeperサーバの障害発生後のリカバリの一部として、障害が発生したサーバに設定されている

リソース階層のうち、障害発生時にいずれかのサーバで in-service ではないものは、その時点で優

先順位が最高のaliveのサーバで復旧されます。これは、障害が発生したサーバ、復旧中のサー

バ、クラスタ内の他のサーバを含め、out of serviceの階層が最後にどこで in serviceだったかには無

関係です。

Linux
ファイア

ウォー

ルとの

共存

ファイアウォールがOSインストール時に有効になります。インストールの完了後、ファイアウォールを

変更する必要があります。

ホストのファイアウォールが有効の場合、LifeKeeperは機能します。ただし、絶対に必要な場合を

除き、ファイアウォールを無効にし、LifeKeeperで保護するリソースは別の保護ファイアウォール内に

配置することをお勧めします。

LifeKeeperがファイアウォールを有効にしたホストと共存させる必要がある場合、LifeKeeperはコミュ

ニケーションパス、GUI、 IP、およびデータレプリケーションに特定のポートを使用することに注意してく

ださい。Linuxのファイアウォール機能を使用する場合、LifeKeeperが使用している特定のポートを

開放する必要があります。詳細については、ファイアウォールを使用した状態でのLifeKeeperの実

行を参照してください。

SELin
ux との

共存

SELinuxは無効にしてください。SELinuxの設定方法は、ご使用のディストリビューションのマニュア

ルを参照してください。

AppArmor(このセキュリティモデルを使用するディストリビューションの場合 )は有効にすることができま

す。

Suid マ

ウントオ

プション

suidマウントオプションは、root としてマウントするときのデフォルトであり、マウントコマンドにより

/etc/mtabに書き込まれることはありません。LifeKeeper環境では、suidマウントオプションは不要で

す。

サーバの設定

項目 説明
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LifeKeeper 8.2.0以降のGUI要件

BIOS のアップデー

ト

使用可能な最新のBIOSを常にすべてのLifeKeeperサーバにインストールする必要が

あります。

LifeKeeper 8.2.0以降のGUI要件

LifeKeeper GUI クライアントでユーザを正常に認証するには、64ビットバージョンのPAM関連のパッケージがすべ

て必要です。

[Confirm Failover] と [Block Resource Failover]の設定

以下の説明、例、および考慮事項をよく読んで理解してから、お使いのLifeKeeper環境で [Confirm
Failover]または [Block Resource Failover]を設定してください。これらの設定は、コマンドライン、または

LifeKeeperのGUIの [Properties]パネルから使用できます。

Confirm Failover On:

定義  –システムAからシステムBへのフェイルオーバの手動確認を有効にします (システムAはプロパティが

[Properties]パネルに表示されるサーバで、システムBはチェックボックスの左にあるシステム)。あるシステムでこの

オプションをオンに設定した場合、障害発生が検出されたシステムについて LifeKeeperがフェイルオーバリカバリ

を実行するには、システム管理者による手動確認が必要になります。

フェイルオーバを確認するには、lk_confirmsoコマンドを使用してください。デフォルトでは、このコマンドを実

行するまで管理者には 10分の猶予時間があります。この時間は、 /etc/default/LifeKeeperの
CONFIRMSOTO設定で変更できます。管理者が10分以内に lk_confirmsoコマンドを実行しない場

合、フェイルオーバは続行されるか、ブロックされます。デフォルトでは、フェイルオーバが続行されます。この動作

は、 /etc/default/LifeKeeperのCOMFIRMSODEF設定で変更できます。

例 :自動フェイルオーバをすべてブロックする場合は、[Properties]パネルの [Confirm Failover On]オプションを

設定し、さらにCONFIRMSODEFを 1 (フェイルオーバをブロック)、CONFIRMSOTOを 0 (フェイルオーバ動作が

決定されるまで待機しない)に設定してください。

この設定を選択するタイミング:

この設定は、設定に冗長ハートビートコミュニケーションパスを含まない多くのディザスタリカバリ、その他のWAN
設定で使用されます。

通常のサイト (非マルチサイトクラスタ)では、あるサーバで [Properties]ページを開き、[Confirm Failover] フラ

グをオンに設定するサーバを選択してください。

マルチサイト WANの構成の場合 : フェイルオーバの手動確認を有効にしてください。

マルチサイト LANの構成の場合 : フェイルオーバの手動確認を有効にしないでください。

マルチサイトクラスタ環境では、非ディザスタシステムからDRシステムを選択し、 [Set Confirm Failover] フラグ

チェックボックスをオンにします。クラスタ内の非ディザスタサーバのそれぞれについて、[Properties]パネルを開いて

この設定を選択する必要があります。
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Block Resource Failover On:

Block Resource Failover On:

定義 -デフォルトでは、リソースのすべての障害について復旧イベントが発生し、ローカルシステムの障害リソース

の復旧が試行されます。ローカルリカバリが失敗した場合、または有効になっていない場合は、リソースが定義

されている、優先順位が次に最も高いシステムに、LifeKeeperがローカル履歴を転送します。ただし、宛先とし

て指定したシステムでこの設定を選択している場合、リソース障害に起因するリソースの転送はすべてブロックさ

れます。

この設定が有効の場合、以下のメッセージがログに記録されます。

Local recovery failure, failover blocked, MANUAL INTERVENTION REQUIRED

条件 /考慮事項 :

マルチサイト設定では、設定内のすべてのサーバについて、フェイルオーバのブロックを選択しないでください。

注記 : この設定は、システム全体の障害が発生した場合のフェイルオーバ動作には影響しません。リソースの

障害に起因するフェイルオーバのみをブロックします。

NFS クライアントのオプション

LifeKeeperで保護するNFSサーバを設定するときには、NFSクライアントがこのサーバに接続する方法が、フェ

イルオーバ時に再接続する速さに大きな影響を与えます。

NFS クライアントをマウントするときの考慮事項

NFSサーバは、クライアントコンピュータにネットワークベースのストレージシステムを提供します。このリソースを使

用するには、クライアントシステムは、NFSサーバによりエクスポートされた、既にNFSであるファイルシステムを

「マウント」する必要があります。NFSクライアントを LifeKeeperが保護するNFS リソースに接続する方法につい

て、いくつかのオプションをシステム管理者は考慮する必要があります。

UDP または TCP の選択

NFSプロトコルは、ユーザデータグラムプロトコル (UDP)と伝送制御プロトコル (TCP)のいずれかを活用できま

す。 .NFSは従来、クライアント /サーバの通信にUDPプロトコルを使用してきました。この理由の1つは、NFS
がUDPプロトコルを使用してステートレス方式で動作するほうが容易だからです。この「ステートレス」であること

が、高可用性のクラスタ化では重要です。これは、保護されているNFSサーバリソースがクラスタホスト間で切り

替えられた場合に、クライアントを容易に認識できるからです。一般的に、LifeKeeperが保護するNFS リソース

を操作するときには、UDPプロトコルがTCPよりも良好に動作する傾向があります。

/etc/exportsのSyncオプション

LifeKeeperが保護するNFS リソースの場合、エクスポートオプションとして「sync」を指定することが推奨されま

す。「sync」オプションは、ディスクに書き込みを実行してから肯定応答をNFSクライアントに送信するように

NFSに指示します。もう 1つのオプションである「async」も使用できますが、このオプションを使用するとデータが

破損するおそれがあります。これは、ディスクに書き込みを実行する前にNFS書き込みの肯定応答をクライアン
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RedHat EL6 (およびFedora 14)クライアントとRedHat EL6 NFSサーバの使用

トに送信するからです。NFSクライアントも、NFSファイルシステムのマウント時にオプションとして「sync」を指定で

きます。

Red Hat EL6 (および Fedora 14)クライアントとRed Hat EL6 NFS サーバの使用

RedHat EL6用 NFSサーバのバグと思われるものにより、RedHat EL6 (およびFedora 14)を実行するNFSクラ

イアントは、NFSのバージョン (nfsvers)およびUDPの両方をマウントコマンドに指定できません。これと同じ動

作が、Ubuntu10.10クライアントでも確認されています。この動作は、RedHat EL6 NFSを使用するRedHat
EL5クライアントでは確認されておらず、RedHat EL5 NFSサーバを使用するすべてのクライアントで確認されて

いません。RedHat EL6 (Fedora 14)クライアントとRedHat EL 6 NFSサーバを使用するためのNFSマウントディ

レクトリの最善の組み合わせは以下のとおりです。

mount <protected-IP>:<export> <mount point>
-o nfsvers=2,sync,hard,intr,timeo=1

l この組み合わせでは、LifeKeeperが保護するNFSサーバがスイッチオーバまたはフェイルオーバを実行す

る場合に、クライアントの再接続時間が最短になります。

Red Hat EL5 NFS クライアントとRed Hat EL6 NFS サーバの使用

RedHat EL5を実行するNFSクライアントとRedHat EL6 NFSサーバを使用するときに、再接続時間が短い

最善のオプションの組み合わせは以下のとおりです。

mount <protected-IP>:<export> <mount point>
-o nfsvers=3,sync,hard,intr,timeo=1,udp

クラスタの例

拡張したマルチクラスタの例
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トラブルシューティング

トラブルシューティング

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Webサイトの「エラーコードの検索」の下 )には、

操作、管理、GUIなど、SIOS Protection Suite for Linuxの使用中に遭遇する可能性の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、以下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。

l Coreメッセージカタログ

l DB2メッセージカタログ

l DMMP Kit メッセージカタログ

l Recovery Kit for EC2メッセージカタログ

l ファイルシステムキットメッセージカタログ

l Gen/App Kit メッセージカタログ

l GUI メッセージカタログ

l IP Kit メッセージカタログ

l Oracle Listener Kit メッセージカタログ

l Oracle Kit メッセージカタログ

l SCSI Kit メッセージカタログ

l DataKeeper Kit メッセージカタログ

l QSP Kit メッセージカタログ

上記のメッセージカタログに加え、以下のトピックでも、直面する可能性がある問題や制限事項のトラブル

シューティングについて詳細を説明します。

SPS が開始するフェイルオーバの一般的な原因

障害が発生した場合、SPSには 2つのリカバリ方式があります。ローカルリカバリとサーバ間リカバリです。ローカ

ルリカバリが失敗した場合、「フェイルオーバ」が実行されます。フェイルオーバは、アクティブだったアプリケーショ

ン、サーバ、システム、ハードウェアコンポーネント、ネットワークの障害や異常終了が発生したときのバックアップ

サーバへの自動的な切り替えと定義されます。フェイルオーバとスイッチオーバは基本的には同じ動作ですが、ス

イッチオーバが人の介入を必要とするのに対し、フェイルオーバは自動で、通常は警告なしで実行されます。こ

の自動的なフェイルオーバは、さまざまな理由で発生します。以下は、SPSが開始するフェイルオーバの最も一

般的な例の一覧です。
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サーバレベルでの原因

サーバレベルでの原因

サーバの障害

SPSには、設定内の各サーバに、ペアのサーバが動作していることを定期的に通知する組み込みのハートビー

ト信号があります。サーバがハートビートメッセージを受信しなかった場合に、障害として検出されます。

l プライマリサーバが電源を喪失するか、電源がオフになる。

l 過負荷によるCPU使用率 --非常に高負荷の I/Oの下では、これらの遅延と低メモリ状態によってシス

テムが無応答になり、SPSがこれをサーバのダウンとして検知し、フェイルオーバを開始することがありま

す。

l Quorum/Witness -プライマリサーバがQuorumを失った場合、Quorum/Witnessの I/Oフェンシングメカニ

ズムの一環として、(設定に基づいて)「fastboot」、「fastkill」、または「osu」が実行され、フェイルオーバが

開始されます。フェイルオーバ時を決定する際、プライマリサーバで障害が発生しクラスタを構成できなく

なったことが確認できた場合にのみ、witnessサーバによりバックアップサーバ上でリソースを in serviceに
することができます。全体のアクセスや、パフォーマンス、 in-serviceのノードが影響を受けない場合は、こ

れによってノード間で発生する単純な通信障害から発生するフェイルオーバを回避します。

関連トピック

サポートストレージ一覧

サーバ障害リカバリのシナリオ

LifeKeeperハートビートの調整

Quorum/Witness

通信障害 /ネットワーク障害

SPSは、サーバ間で 5秒ごとにハートビートを送信します。通信障害によって 2回のハートビートが途絶し、3
回目のハートビートで再開した場合、SPSは一切処置を行いません。コミュニケーションパスの切断継続時間

がハートビート 3回分になった場合は、SPSはそのコミュニケーションパスを切断と判定します。ただし、他方の

冗長的なコミュニケーションパスも切断と判定されるまではフェイルオーバを開始しません。

l プライマリサーバへのネットワーク接続の喪失。

l ネットワークの遅延。

l TCPコミュニケーションパス上のネットワークトラフィックが大きくなると、偽のフェイルオーバやLifeKeeperの
初期化の問題など、予期せぬ動作が生じる可能性があります。

l STONITHを使用しているときにSPSがノードとの通信障害を検出すると、そのノードの電源が切断さ

れ、フェイルオーバが発生します。

l NICの障害。

l ネットワークスイッチの障害。

l 手動によるネットワーク接続の解除。
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スプリットブレイン

関連トピック

コミュニケーションパスの作成

LifeKeeperハートビートの調整

ネットワーク設定

ネットワーク設定の確認

SNMP経由のLifeKeeperイベントの転送

ネットワーク関連のトラブルシューティング (GUI)

ファイアウォールを使用した状態でのLifeKeeperの実行

STONITH

スプリットブレイン

単一のコミュニケーションパスを使用しているときに、そのコミュニケーションパスで障害が発生した場合、複数の

システム上で同時にSPSの階層が in serviceになることがあります。これは、偽のフェイルオーバまたは「スプリッ

トブレイン」シナリオと呼ばれます。「スプリットブレイン」シナリオでは、各サーバが、アプリケーションを制御できると

認識しているため、データにアクセスしようとしたり共有ストレージデバイスにデータを書き込もうとする場合があり

ます。スプリットブレインシナリオを解決するために、SPSでは、サーバの電源をオフにしたり、再起動したり、階

層を out-of-serviceにすることで、すべての共有データに対するデータの整合性を保証することができます。また、

TCPコミュニケーションパス上のネットワークトラフィックが大きくなると、偽のフェイルオーバやLifeKeeperが適切に

初期化できなくなるなど、予期しない動作が生じる可能性があります。

以下に、スプリットブレインが発生する可能性のあるシナリオを示します。

l 上記のいずれかの通信障害

l LifeKeeperの不正なシャットダウン

l サーバリソースの枯渇

l すべてのネットワークパスの喪失

l DNSまたはその他のネットワークの問題

l システムのロックアップ /解除

リソースレベルでの原因

SPSには、個々のアプリケーションおよび関連アプリケーションのグループを監視する機能があり、定期的にロー

カルリカバリを実行したり、保護下のアプリケーションに障害が発生したときに通知することができます。関連し合

うアプリケーションの例としては、主アプリケーションが下位のストレージまたはネットワークリソースに依存する階層

などがあります。SPSは、これらの保護下のリソースのステータスと健全性を監視します。SPSは、リソースが障

害状態にあると判断すると、外部の介入なしに現在のシステム (in-serviceのノード )でリソースまたはアプリケー

ションをリストアしようとします。このローカルリカバリが失敗した場合、リソースのフェイルオーバが開始されます。
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アプリケーションの障害

アプリケーションの障害

l アプリケーションの障害が検出されたが、ローカルリカバリプロセスが失敗。

l 削除の失敗 -リソースのフェイルオーバプロセスでは、該当する重要なアプリケーションのすべての機能を

提供するために、プライマリサーバ上でのサービスから特定のリソースを削除し、選択したバックアップサー

バでそのリソースを in serviceにする必要があります。この削除プロセスが失敗した場合は、プライマリサー

バの再起動が実行され、その結果、完全なサーバフェイルオーバに移行します。

削除の失敗の例

l ファイルシステムをアンマウントできない

l 保護対象のアプリケーション (Oracle、mySQL、Postgresなど)をシャットダウンできない

関連トピック

ファイルシステムの健全性監視

リソースエラーリカバリのシナリオ

ファイルシステム

l ディスクフル - SPSのファイルシステムの健全性監視は、ファイルシステムリソースのフェイルオーバになる可

能性のある、ファイルシステムのディスクフル状態を検出できます。

l アンマウントされた、または不適切にマウントされたファイルシステム - in-service状態で LK保護下のファ

イルシステムをユーザが手動でアンマウントまたはオプションを変更。

l 再マウントの障害 -以下のリストに、フェイルオーバに進行する場合がある再マウントの障害の一般的な

原因を示します。

l ファイルシステムが破損している (fsckの障害 )

l マウントポイントディレクトリの作成失敗

l マウントポイントがビジー

l マウントの失敗

l SPSの内部エラー

関連トピック

ファイルシステムの健全性監視

IP アドレスの障害

IP Recovery Kitによって IPアドレスの障害が検出されると、結果として生じる障害によって IPローカルリカバリ

スクリプトが起動されます。SPSは最初に、その IPアドレスを現在のネットワークインターフェース上で in service
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リザベーションコンフリクト

に戻そうとします。ローカルリカバリの試みが失敗すると、SPSはその IPアドレスと依存関係を持つすべてのリ

ソースのバックアップサーバへのフェイルオーバを実行します。フェイルオーバ中に、削除プロセスによって現在の

サーバ上の該当する IPアドレスの設定が解除され、バックアップサーバ上でそのアドレスを設定できるようになり

ます。この削除プロセスに失敗すると、システムは再起動します。

l IP競合

l IPコリジョン

l DNSの名前解決の障害

l NICやスイッチの障害

関連トピック

切り替え可能な IPアドレスの作成

IPローカルリカバリ

リザベーションコンフリクト

l 保護されたデバイスへのリザベーションの喪失または盗難

l 保護されたリソースデバイスへのリザベーションまたは制御の回復が不可能 (手動のユーザ介入、HBA
またはスイッチの障害が原因 )

関連トピック

SCSI リザベーション

リザベーションの無効化

SCSIデバイス

l 保護された SCSIデバイスを開くことができない。デバイスに障害が発生しているか、システムからデバイス

が削除されている可能性があります。

既知の問題と制限

下記に、LifeKeeper for Linuxで明らかになっている制限または既知の問題を機能領域ごとに示します。

インストール

説明

リリース 7.4以降では、SIOS 製品 RPM パッケージの再配置はサポートされません。
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説明

Linuxの依存関係

オプションのRecovery Kitを含めて SIOS Protection Suite for Linuxのインストールには、いくつかの依存関係

を持つパッケージが必要になります。パッケージマネージャが適切に設定されていれば、必要なパッケージは

パッケージマネージャによって自動的にインストールされます。

自動でインストールが行えなかった場合には setupスクリプトが中断されるので、手動で依存関係のあるパッ

ケージ (詳細は Linuxの依存関係 を参照してください)をインストールした後に、setupスクリプトを再実行し

てください。

注記 :依存関係にあるこれらのパッケージのインストールが正常に完了していない場合、SIOS Protection
Suite for Linuxを起動する機能、およびSIOS Protection Suite for LinuxのGUIをロードする機能にも影響

します。

新しいデバイスがスキャンされているときに nbd ドライバがロードされると、multipathd デーモンはエラーログに

エラーを記録します

解決方法 : これらのエラーをログに記録しないようにするには、 /etc/multipath.confの blacklist に devnode
"^nbd"を追加します。

mksh SIOS Protection Suite for Linuxの必須設定との矛盾 ksh

mkshパッケージがインストール済みの場合、 SIOS Protection Suite for Linuxの設定は、パッケージの矛盾が

あることを示して、失敗します。SIOS Protection Suite for Linuxには kshパッケージが必須です。

対応策 : RHEL、CentOS、またはOracle Linuxでは、mkshパッケージをアンインストールして kshパッケージ

をインストールしてください。kshパッケージをインストールした後、SIOS Protection Suite for Linuxの設定を

再実行してください。

例 :

1. mkshパッケージをアンインストールしてください。

yum remove mksh

2. kshパッケージをインストールしてください。

yum install ksh

3. 設定スクリプトを再実行してください。
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インストール

説明

デーモンの予期しない終了

RedHat Enterprise Linux 7.2およびRedHat 7.2の派生システムへのアップデートを行った環境で、 IPCを使

用するデーモンが予期せず終了することがあります。 RedHat Enterprise Linux 7.2へ導入された新機能であ

る systemdが、最後のユーザセッション終了時に全てのプロセス間通信 (IPC)に割り当てられた資源の回収

を行います。 このセッションとは管理用のcronジョブもしくは対話式のものです。このふるまいにより、同一ユー

ザでかつ同一資源を使用しているデーモンが意図せず終了することがあります。

この問題を回避するためには、 /etc/systemd/logind.confを編集して次の行を追加してください。

RemoveIPC=no

その後、次のコマンドを実行し、変更を反映させてください。

systemctl restart systemd-logind.service

これらの手順により、デーモンは上記のような状況でも予期せず終了することはなくなります。共有メモリとセマ

フォを使用しているアプリケーション( MQ、Oracle、SAPなど)はこの問題の影響を受ける可能性があるため、

この手順が必要となります。

Kernel のアップデート後、LifeKeeper の "setup" の再実行が必要になるケースがあります

RedHat Enterprise Linux 7.x / CentOS 7.x / Oracle Linux 7.x環境において、カーネルを7.3相当以降にアッ

プデートした場合に、DataKeeperが正常に動作しないという不具合が生じます。

回避策 :
アップデート後のシステムで、LifeKeeperをインストールする際に実行した "setup"スクリプトを再実行すること

で問題は解消します。

説明

OSのカーネルモジュールの互換性に問題があり、アップデート前に組み込まれていたカーネルモジュールが、

アップデート後のカーネルでは利用出来ません。

DataKeeperは、 nbd.koという、ネットワーク経由でディスクアクセスを行うカーネルモジュールを使用していま

す。このモジュールは、LifeKeeperインストール時に行う setupスクリプトにより、適切なものがインストールされ

ます。

カーネルのアップデート後に、setupスクリプトを再度実行することで、新しいカーネル用のnbd.koが導入され

ます。
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インストール

説明

setup スクリプトの不要な警告

LifeKeeperパッケージのインストール状況によって、setupスクリプトを実行した際に以下のような警告が表示

されます。

Found changes in following files.
These files are overwrittened in install process.
If you want to keep change, please backup these files.
/opt/LifeKeeper/lkadm/subsys/scsi/DEVNAMEが見つかりません。

/opt/LifeKeeper/lkadm/subsys/scsi/DEVNAME/binが見つかりません。

/opt/Lifekeeper/subsys/scsi/resources/DEVNAMEが見つかりません。

これはパッケージ管理上の問題により発生する警告であり、setupスクリプト及びLifeKeeperの動作には影

響しません。

将来のバージョンで修正予定です。
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LifeKeeper Core
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LifeKeeper Core

説明

ファイルシステムラベルは、大規模な設定で使用しないことを推奨します

ファイルシステムラベルを使用すると、大きなクラスタの場合、起動時にパフォーマンスが低下する可能性があ

ります。ラベルを使用するには、システムに接続されるすべてのデバイスをスキャンする必要があり、通常はその

結果として問題が生じます。SANに接続されているシステム、特にデバイスへのアクセスがブロックされている

LifeKeeperが導入されているシステムの場合、このスキャニングは非常に遅くなる可能性があります。

RedHatシステムでこのパフォーマンスの問題を防ぐには、 /etc/fstabを編集し、ラベルをパス名に置き換えま

す。

lkscsid は、一部環境においてディスク障害時にシステムを停止します

lkscsidがディスク障害を検出すると、デフォルトでは sendeventを LifeKeeperに発行し、障害から復旧

しようとします。sendeventはまず、ローカルで障害から復旧しようとします。それに失敗すると、ディスクの階

層を別のサーバに切り替えて障害から復旧しようとします。一部のバージョンのLinux (SLES11)では、

lkscsid は sendevent を発行できないため、代わりにすぐにシステムを停止します。これは、

/dev/sdaなどのSCSIデバイスノードを使用している階層にのみ影響します。

DataKeeper のCreate Resourceが失敗します

特定の環境 (IDEディスクエミュレーションを使用する仮想環境、HP CCISSストレージを装備したサーバな

ど)で DataKeeperを使用している場合、ミラーの作成時にエラーが発生することがあります。

ERROR 104052: Cannot get the hardware ID of the device "dev/hda3"

この原因は、LifeKeeperが該当ディスクを認識せず、デバイスに関連付けられている一意の IDを取得できな

いからです。

対応策 : GUIDパーティションを使用することで該当ディスクを認識できるようになります。もしくはディスクのパ

ターンをDEVNAME device_patternファイルに追加します。次に例を示します。

# cat /opt/LifeKeeper/subsys/scsi/resources/DEVNAME/device_pattern

/dev/hda*

API アクセスに対するホスト名の指定

LifeKeeperサーバ認証情報の格納に使用するキー名は他のLifeKeeperサーバのホスト名と完全に一致す

る必要があります (そのサーバに対する hostnameコマンドで表示されます)。ホスト名がFQDNの場合、認証

キーは FQDNである必要があります。ホスト名が短縮名の場合、キーも短縮名にする必要があります。

対応策 : credstoreによって格納されたホスト名がホスト名と完全に一致していることを確認します。
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LifeKeeper Core

説明

8.2.0 より前のバージョンの LifeKeeper の lkbackup を使用する場合は、それ以降のバージョンでリストアす

るときに /etc/default/LifeKeeper を手動で更新する必要があります。

LifeKeeper/SPSの現在のバージョンでは、ロギングなどの主要なコアコンポーネントに対して大幅な機能強

化が加えられています。これらの機能強化は /etc/default/LifeKeeperファイルの設定に影響しま

す。旧バージョンのLifeKeeper/SPSで作成した lkbackupを新しいバージョンのLifeKeeper/SPSでリストアす

ると、これらの設定値が正しくなくなり、矛盾が発生します。

解決方法 : lkbackupをリストアする前に、/etc/default/LifeKeeperを保存してください。

lkbackupからリストアした後、以下のチューニングパラメータにマージします。

8.0.0 より前のバージョンから取得した lkbackup を使用して、8.0.0以降でリストアする場合 :

LKSYSLOGTAG=LifeKeeper

LKSYSLOGSELECTOR=local6

9.0.1より前のバージョンから取得した lkbackup を使用して、9.0.1以降でリストアする場合 :

PATH=/opt/LifeKeeper/bin:/usr/java/jre1.8.0_
51/bin:/usr/java/bin:/usr/java/jdk1.8.0_51/bin:/bin:/usr/bin:/usr/sbin:/sbin

詳細については、syslogでのロギングを参照してください。

リソースの作成後に lkbackup をリストアすると、破損したイクイバレンシが残されます

作成したリソースの設定ファイルは lkbackup中に保存されます。lkbackupでバックアップした後に初めて

作成したリソースは、このバックアップからリストアする際に適切に把握されない可能性があります。

解決方法 :新しいリソースを初めて追加する前に lkbackupからリストアしてください。新しいリソースが

lkbackupの後で追加された場合、リストアの前に削除するか、リソースの階層のインスタンスを削除し、リス

トアの後で階層を再拡張してください。注記 :特定のリソースを初めて作成する際に lkbackupを実行する

ことを推奨します。

フェイルオーバ時に誤った順序でリソースが停止されます

階層が共通リソースインスタンスを別のルート階層と共有している場合、カスケーディングフェイルオーバまたは

リソースフェイルオーバの間、リソースは誤った順序で停止されることがあります。

解決方法 :共通ルートを作成すると、階層のリソースの停止がトップダウンで実行されます。

1. restoreと removeを常に進める gen/appを作成します。

2. 現在のルートをすべて、この新しい gen/appの子にします。

注記 : restoreおよび removeスクリプトに /bin/trueを使用すると、これが可能になります。
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説明

AppArmor を有効にした SLES11ホストのコンソールには、LifeKeeper syslog の EMERG 重大度メッ

セージは表示されません。

LifeKeeperは、SLES11のAppArmor syslog-ng設定によって不許可にされた /var/run/utmpにアクセス

しています。

解決方法 : AppArmorを有効にした SLES11のコンソールに LifeKeeper syslogのEMERG重大度メッセー

ジを表示するには、/etc/apparmor.d/sbin.syslog-ngに以下のエントリを追加してください。

/var/run/utmp kr

sbin.syslog-ngに追加すると、(再起動することなく)既存のAppArmorの定義を以下の定義で置き換

えることができます。

apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/sbin.syslog-ng

以下のコマンドで EMERG syslogエントリを送信し、AppArmorが更新されたことを確認してください。

logger -p local6.emerg "This is a syslog/lk/apparmor test."

RHEL 6.0は推奨されません

RHEL 6.0の使用はできるだけ避けてください。RHEL 6.0を使用する場合、以下のような問題 (これらに限

定されません)を解決するためにOSのアップデートが必要になることを理解してください。

l EMC CLARiiONにおいて、DMMPはケーブルの抜線からの復旧に失敗します (RHEL 6.1で修正済

み)。

l mdのリカバリプロセスがハングします (RHEL 6.1のカーネルの最初のアップデートで修正済み)

注記 : DataKeeper設定では、オペレーティングシステムを更新すると、SIOS Protection Suite for Linuxの再イ

ンストール /アップグレードが必要になります。

ネストされたファイルシステム階層を削除すると、メッセージ「Object does not exist」が生成されます

解決方法 : これは問題ではないので、メッセージを無視してかまいません。

ネストされたマウントの作成時に filesyshier が正しくないタグを返します

ネストされたファイルシステムのリソースがデータベースに存在する場合、ファイルシステムキットは、親とネストさ

れた子の両方にファイルシステムを作成します。ただし、filesyshierは子のタグのみを返します。これによ

り、アプリケーションは子の依存関係を作成しますが、親の依存関係は作成しません。

解決方法 : 1つのマウントポイント内で複数のファイルシステムがネストされている場合、dep_createまたは

UIの [Create Dependency]を使用して、親アプリケーションタグの追加の依存関係を手動で作成しなけれ

ばならないことがあります。
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説明

DataKeeper:ネストされているファイルシステムの作成は DataKeeper で失敗します

既存のファイルシステムを複製するためにDataKeeperミラーを作成するときに、ファイルシステムがこの構造内

でネストされている場合、ファイルシステムをアンマウントしてからファイルシステムリソースを作成する必要があり

ます。

対応策 :ネストされているファイルシステムを手動でアンマウントしてから、個々のネストされているマウントの再

マウント /作成を行ってください。

lkstart on SLES 11 SP2 generates insserv message

SLES 11 SP2で lkstartの実行中に、以下の insserv メッセージが生成されます。

insserv: Service syslog is missed in the runlevel 4 to use
service steeleye-runit

LifeKeeperとsteeleye-runitのスクリプトは、デフォルトで実行レベル4で起動するように設定されていますが、

依存する initスクリプトのsyslogはそのように設定されていません。システムの実行レベルが4に変更された

場合、syslogは終了し LifeKeeperはロギングができなくなります。

解決方法 :システムの実行レベルを絶対に実行レベル4に変更しないでください。

ファイルシステムリソースに保護されたデバイスのマウントポイントの変更は、データ破損を引き起こす可能性

があります

ファイルシステムリソースに保護されたデバイスのマウントポイントは変更しないでください。変更した場合は、

ファイルシステムリソースが仕様通りにデバイスを処理することができず、デバイスが２つのノードにマウントされ

て、データ破損を引き起こす可能性があります。

XFSファイルシステム使用時に、quickCheckに失敗することがあります

RedHat Enterprise Linux 7 / Oracle Linux 7 / CentOS 7にインストールしたLifeKeeperで CHECK_FS_
QUOTAS設定を有効としたとき、 保護するXFSファイルシステムリソースに uquota、gquotaオプションを設定

すると、quickCheckに失敗します。 解決方法 : XFSファイルシステムのマウントオプションに uquota、gquotaの
代わりにusrquota、grpquotaをご使用ください。 もしくは、CHECK_FS_QUOTAS設定を無効にしてくださ

い。

Btrfsはサポートしません

LifeKeeperをインストールするファイルシステム( /opt/LifeKeeper)にBtrfsを使用することはできません。またビッ

トマップファイルやその他 LifeKeeperに関連するファイルを置くファイルシステムにBtrfsを使用することはできま

せん。 Btrs ファイルシステムをリソース保護することもできません。
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説明

AWS 上で SLES12SP1以降を用いた場合に発生する問題

l 静的ルーティング設定ができない
/etc/sysconfig/network/routesに静的ルーティングが設定されている場合、DHCPにより自動で割り

当てられたIPアドレスを用いた通信に失敗することがあります。

解決方法 : /etc/sysconfig/network/ifroute-ethXのROUTEを正しく設定し、ルーティング情報を更新

してください。
l "Change Hostname via DHCP"が無効になっているにもかかわらず、ホスト名が変更される

LifeKeeperはホスト名が変更された場合正しく動作しません。AWS上で動作するSLES12SP1以降

において、"Change Hostname via DHCP"が無効になっているにもかかわらず、ホスト名が変更される

ことがあります。

解決方法 :
l /etc/cloud/cloud.cfgにて update_hostnameをコメントアウトしてください

l /etc/cloud/cloud.cfgにて preserve_hostnameに trueを設定してください

l /etc/sysconfig/network/dhcpにて DHCLIENT_SET_HOSTNAMEを noに設定してください

Quorum/Witness Kit をWitness モードで利用している環境において、Shutdown Strategy を

”Switchover Resources” に設定した場合

Quorum/Witness KitをWitnessモードで利用している環境において、Shutdown Strategyを ”Switchover
Resources”に設定した場合に、正しくスイッチオーバーが行われない場合があります。

解決方法 :シャットダウン前に手動での切り替えを行ってください。

/etc/service ファイルの編集

/etc/serviceにある以下の行を削除するとLifeKeeperが起動できなくなります。

lcm_server 7365/tcp
このファイルを編集する場合は、この行を削除しないように注意してください。

SCSI ID にスペースを含む文字列を返すストレージユニットは LifeKeeper で保護できません。

RHEL6.xにおいて、ボンディングを用いた場合ケーブルの挿抜でネットワークが自動で復旧しない問題につ

いて

RHEL6.xにおいて、ネットワークケーブルの再接続やネットワーク機器の故障、 ifdown -> ifupなどによりボン

ディングインターフェースがリンクダウンした場合、ネットワークを自動的に復帰させることができません。

この状態から復帰するためには、root権限で以下のコマンドを実行してください。

# service network restart
なお、RHEL7系ではこの問題は修正されています。

またSLES系では本問題は発生しません。
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インターネット / IP ライセンス

説明

/etc/hostsの設定の依存関係

/etc/hosts設定 :
インターネットベースのライセンス (IPv4アドレス)を使用している場合、 /etc/hostsの設定はライセンスの検証

に悪影響を与える可能性があります。LifeKeeperの起動に失敗した場合は、以下のようなメッセージが出

力されます。

Error in obtaining LifeKeeper license key:
Invalid host.
The hostid of this system does not match the hostid specified in the

license file.

リストされているインターネットホスト IDが正しい場合、 /etc/hostsの設定が原因の可能性があります。

/etc/hostsエントリを正しく一致させるには、 IPv6エントリの前に IPv4エントリを記載する必要があります。

/etc/hosts設定が原因かどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。

/opt/LifeKeeper/bin/lmutil lmhostid -internet -n

記載された IPv4アドレスが、インストールされたライセンスファイルの IPv4アドレスと一致しない場合、正しい

アドレスを返すために、 /etc/hostsを変更し、 IPv4エントリを IPv6エントリの前に配置する必要があります。

GUI

説明

GUI を終了した後で Web ブラウザを介して再接続すると、GUI ログインプロンプトが再表示されない場合が

あります

GUIアプレットを終了するか切断してから同じ Webブラウザセッションから再接続しようとすると、ログインプロン

プトが表示されない場合があります。

対応策 :Webブラウザを閉じ、開き直してからサーバに接続してください。Firefoxを使用している際は、すべ

てのFirefoxを閉じ、再び開きます。

ネットワークが切断され、再接続された後で、GUI は IP リソースの状態をすぐに更新しません

クラスタ内のサーバ間のプライマリネットワークが切断され、再接続されると、RMI/TCPレイヤーの問題のた

め、リモート GUI クライアントの IP リソースの状態が更新されるまで 1分 25秒かかる場合があります。
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GUI

説明

Java署名 /未署名混合コードの警告 - LifeKeeper Java GUI クライアントアプレットをリモートシステムから

ロードすると、以下のセキュリティ警告が表示されることがあります。

[Run]をクリックすると、以下のダイアログが表示されます。
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データレプリケーション

説明

ブロックするかどうかを確認するメッセージが表示されます。 [No]をクリックすると、LifeKeeper GUIの動作が可

能になります。

推奨される処置 :セキュリティ警告の数を減らすには、2つのオプションがあります。

1. [Always trust content from this publisher]ボックスをチェックし、[Run]をクリックします。次に

 LifeKeeper GUI Javaクライアントを読み込むときには、警告メッセージが表示されません。

または

2. ブロックに関する 2番目のダイアログが表示されないようにするには、以下のエントリを Javaの
「deployment.properties」ファイルに追加します。Javaクライアントをロードしたときにセキュリティ警告

は表示されますが、アプレットはブロックされず、ブロックするかどうかを [Yes]または [No]で確認する上

記のダイアログは表示されなくなります。この設定はすべての Javaアプレットに適用されることに注意し

てください。

deployment.security.mixcode=HIDE_RUN 

上記のメッセージが両方とも表示されないようにするには、1と2を実行してください。

ポート 778 ・779が使用中の場合、steeleye-lighttpd プロセスの開始に失敗します

steeleye-lighttpdの起動時にプロセスがポート 778もしくは 779を使用している場合、steeleye-lighttpdの起

動に失敗し、GUIへの接続障害が発生する。

解決方法 : クラスタ内のすべてのノードで以下の設定を行い、LifeKeeperをすべてのノードで再起動します。

以下の行を /etc/default/LifeKeeperに追加します。

API_SSL_PORT=port_number
LKAPI_WEB_PORT=port_number

port_numberは使用する新しいポートです。

データレプリケーション

説明

LVM 構成における DataKeeper for Linux非同期モードに関する注意事項

複数の非同期ミラー上に LVMを構成すると、データの整合性が保てず、さらには kernel panicが発生する

場合があります。

DataKeeper上に LVMを構成する場合には、DataKeeperミラー1つだけ、または複数の同期ミラー、いずれ

かの構成でなければなりません。
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データレプリケーション

説明

両方のサーバに重要な I/O トラフィックを持つシンメトリックなアクティブ SDR 設定で、netraid デバイス (ミ
ラー)にマウントされたファイルシステムが応答を停止し、結果的にシステム全体がハングします

Linuxバッファキャッシュの単一スレッドの特性により、バッファキャッシュフラッシングデーモンは、リモートでコミット

する必要があるバッファをフラッシュアウトしようとしてハングする可能性があります。フラッシングデーモンがハング

すると、クリアされていないバッファの数がシステムで許容されている上限 (/proc/sys/kernel/vm/bdflushで設

定 )を超えると、クリアされていないバッファを持つ Linuxシステムのすべてのアクティビティが停止します。

これは、リモートシステムがリモートバッファを消去できなくなるような事態でないかぎり、通常は深刻な問題で

はありません。LifeKeeperはネットワークの障害を検出し、そのときにレプリケーションを停止するので、ハング

状態は消去されます。ただし、リモートシステムがローカルシステムにもレプリケートされた場合 (つまり、相互が

シンメトリカルにレプリケートされた場合 )、両方のシステムでこのフラッシングデーモンのハング状態が発生する

と、永久にデッドロックする可能性があります。

デッドロックを解除するには、両方のシステムのnbd-clientデーモンを手動で停止します (これにより、ミラーが

切断されます)。ただし、このデッドロックを完全に防止する場合は、シンメトリックアクティブレプリケーションを推

奨しません。

ミラーが切断され、 /var/log/messages にたくさんのエラーが記述されます

この問題は、(Red Hat EL 6.xやCentOS 6で)意図的に障害を発生させるストレステストを実行しているとき

(特に、ミラーターゲットシステムで実行されている nbd_serverプロセスを停止しているときに)にときおり見られ

ます。ディストリビューションの最新カーネル (Red Hat EL 6.0または 6.1の場合は kernel-2.6.32-131.17.1など)
にアップグレードすると、この問題が発生するリスクの軽減に役立つ場合があります。ソースシステムを再起動

すると、この問題はなくなります。

CentOS 6に付属のデフォルトカーネル (2.6.32-71)では、(ミラーの過負荷に過ぎない場合でも)この問題はさ

らに頻繁に発生する可能性があります。残念なことに、CentOSはこの状態を改善するカーネル (2.6.32-
131.17.1)をまだリリースしていません。SIOSは、CentOS 6で入手可能になり次第、2.6.32-131.17.1カーネ

ルへのアップグレードを推奨しています。

注記 :SPS 8.1以降、RedHat Enterprise Linuxシステムでカーネルのアップグレードを実行する際、インストー

ルイメージから setupスクリプト (./setup)を再実行する必要はなくなりました。カーネルが適切な RedHat
package (rpmファイル)からインストールされている限り、モジュールはアップグレードしたカーネルで特別な操作

を必要とせずに、自動的に使用可能になります。

大きなミラーサイズを備えた md_raid1 プロセスではトップで高い CPU 使用率がレポートされます

mdX_raid1 プロセス (Xはミラー番号 )では、非常に大きなミラー (500GB以上 )を操作している際に、一

部のOSディストリビューションで高いCPU使用率がトップで報告されることがあります。

解決方法 : CPUの使用率を減らすには、LifeKeeper設定 LKDR_CHUNK_SIZEでチャンクサイズを 1024に
変更し、この新しい設定を使用するためにミラーを削除して再作成します。

DataKeeper リソースで lkbackup を使用する場合は、全同期が必要です

lkbackupでは instanceとmirror_infoファイルを保存しますが、リソースが存在しないときにソースお

よびターゲットの状態は保証されないため、lkbackup から restoreした後で、DataKeeperミラーの全同期

を実行することがベストプラクティスです。
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データレプリケーション

説明

初期のRed Hat/CentOS 6.xのカーネルバージョンでは、LifeKeeper のログに「Failed to remove device」と
いうメッセージを出してミラーの再同期がハングすることがあります

バージョン 2.6.32-131.17.1より前のカーネルバージョン (更新前のRHEL 6.1カーネルバージョン 2.6.32-
131.0.15など)では、レプリケーションに使用するmdドライバに問題があります。この問題によって、nbdデバイ

スがミラーから解放されなくなり、「Failed to remove device」メッセージが複数記録され、ミラーの再同期が中

止されます。この状態を解消するには、システムの再起動が必要です。この問題は、ミラー作成後の最初の

再同期中、およびミラーが高負荷のときに発生したことがあります。

解決方法 : カーネル2.6.32-131.17.1にはこの問題の修正が含まれていることが確認されています。2.6.32-
131.17.1より前のカーネルバージョンのRedHatまたはCentOS 6で DataKeeperをお使いの場合は、この

バージョンまたは最新のバージョンにアップデートすることを推奨します。

SLES11 SP4および SLES12 SP1以降でデータ圧縮機能を使用することはサポートしていません。

パフォーマンスの問題があるため、SLES11 SP4およびSLES12 SP1以降でデータ圧縮機能を使用すること

はサポートしていません。

RHEL 7.5、CentOS 7.5、Oracle Linux 7.5 カーネルでは DataKeeper の非同期モードはサポートしていま

せん。

カーネルに問題があるため、kernel-3.10.0-862.el7.x86_64環境ではDataKeeperの非同期モードはサポート

していません。
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IPv6

IPv6
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IPv6

説明

SIOSは、 ifconfig コマンドから ip コマンドの使用に移行しました。この変更のため、外部スクリプトを

使用するお客様も、同様の変更を行うことを推奨します。ifconfigコマンドを発行し、結果を解析して特

定のインターフェースを探す代わりに、スクリプトは「ip -o addr show」を使用し、結果を解析して、「inet」
および「secondary」という語を含む行を検索します。

# ip -o addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
\   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00

1: lo   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
1: lo   inet6 ::1/128 scope host
\      valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast
state UP qlen 1000

\   link/ether d2:05:de:4f:a2:e6 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
2: eth0   inet 172.17.100.77/22 brd 172.17.103.255 scope global eth0
2: eth0   inet 172.17.100.79/22 scope global secondary eth0
2: eth0   inet 172.17.100.80/22 scope global secondary eth0
2: eth0   inet6 2001:5c0:110e:3364::1:2/64 scope global
\      valid_lft forever preferred_lft forever

2: eth0   inet6 2001:5c0:110e:3300:d005:deff:fe4f:a2e6/64 scope
global dynamic

\      valid_lft 86393sec preferred_lft 14393sec
2: eth0   inet6 fe80::d005:deff:fe4f:a2e6/64 scope link
\      valid_lft forever preferred_lft forever

ipコマンドの上記の結果では、以下の行に eth0インターフェースの仮想 IPアドレスが含まれます。

2: eth0   inet 172.17.100.79/22 scope global secondary eth0
2: eth0   inet 172.17.100.80/22 scope global secondary eth0

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 269



IPv6

説明

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<nicName> の「IPV6_AUTOCONF = No」が再起動または起動の

際に考慮されません

起動時に、自動設定されたステートレスな IPv6アドレスがネットワークインターフェースに割り当てられます。

IPV6_AUTOCONF=Noが設定されているインターフェースのステートレス IPv6アドレスでコミュニケーションパス

が作成された場合、任意のシステムリソースが ifdown <nicName>;ifup <nicName>などのインターフェースを

管理する際にアドレスが削除されます。

IPV6_AUTOCONFがNoに設定されていたため、プライマリサーバを再起動した後で、自動設定された

IPv6アドレスを使用しているコミュニケーションパスは復旧せず、無効のままでした。

解決方法 :スタティックな IPv6アドレスのみを使用してください。自動設定された IPv6アドレスを使用すると、

再起動後に通信が失われたり、NICが変更されたりする可能性があります。

自動設定された IPv6アドレスをコミュニケーションパスの作成に使用できますが、システム管理者は以下の

条件を認識する責任があります。

l 自動設定されたステートレス IPv6アドレスがネットワークインターフェース (NIC)のMACアドレスに準

拠していること。コミュニケーションパスが作成され、関連 NICが後で置き換えられた場合、自動設定

された IPv6アドレスは異なるものになり、LifeKeeperはコミュニケーションパスが無効になっていることを

正しく表示します。コミュニケーションパスを再作成する必要があります。

l RedHat Enterprise Linuxでは、ホスト操作のあらゆる側面で一貫した IPv6自動設定を確保するた

めの動作を実行するには、sysctl.conf、net.ipv6.*命令 ('if/ip'ユーティリティで参照される ifcfg-<nic>
の明示的な IPV6_AUTOCONF設定、およびシステムが起動して initレベルを切り替える際にNIC
制御に影響する /etc/sysctl.conf)に加え、個々のインターフェース設定ファイルを正確に設定するた

めに、詳細かつ具体的なドメインの知識が必要になります。

IP:IPv6のソースアドレス変更設定ではソースアドレスが設定されません

IPv6 IP リソースのソースアドレスを設定しようとすると、何も変更されていない場合でも成功となります。

対応策 :現在のところ、対応策はありません。今後のリリースで対応する予定です。

IP:無効な IPv6 アドレス設定が IP リソース作成で許可されます

オクテットに 4文字を超える文字が含まれている場合、2001:5c0:110e:3368:000000:000000001:61:14 という

形式の IPv6アドレスが許容されます。

対応策 :正しい形式の IPv6アドレスを入力してください。

IPv6 アドレス設定からホストに接続できません

lkGUIappは、解決可能なホスト名または IPアドレスの場合でも、 IPv6の16進数アドレス設定からホストに

接続できません。 lkGUIappが接続するには、 IPv4設定のノードが必要です。 IPv6コミュニケーションパスは

完全にサポートされています。
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Apache

説明

bonding NIC に割り当てられているものの、「暫定的な」状態のアドレスでは、 IPv6 リソースが ISP としてレ

ポートされます

LifeKeeperの IPv6保護リソースは、 IPv6リソースがbondingインターフェース上にあるSLESシステムでは「In
Service Protected」 (ISP: in serviceの保護 )と不正に識別されます。これは、 'active-backup' (1)および

2.6.21以前のLinux カーネルとは別のモードです。 IPv6のbondingリンクは、解決できないアドレスを持つ「暫

定的な」状態のままになります。

対応策 : bondingインターフェースモードを 'active-backup' (1)に設定します。または、 'active-backup' (1)以外

のモードの場合、リンク状態を「tentative (暫定的 )」から「valid (有効 )」に設定する更新したカーネルで操作し

ます。

Apache

説明

Apacheキットは IPv6 をサポートしていません。httpd.confで IPv6 を識別しません

httpd.confファイルの「Listen」命令エントリに IPv6アドレスを割り当てると、問題が発生します。

解決方法 : Apache Recovery Kitで IPv6がサポートされるまで、リソース作成後に IPv6アドレスを

httpd.conf ファイルに指定できません。

Oracle Recovery Kit

説明

Oracle Recovery Kitには Connection Manager および Oracle Names機能のサポートが含まれていませ

ん

LifeKeeper Oracle Recovery Kitには、Oracle ConnectionManagerとOracle Names というOracle Net機能

のサポートが含まれていません。Oracle ConnectionManagerは、同じサービスにアクセスする必要がある多数

の接続を管理するルーティングプロセスです。Oracle Namesはサービスアドレスの一括格納を管理する

Oracle固有の命名サービスです。

LifeKeeper Oracle Recovery Kitは、送信されてきたクライアント接続要求をリスニングし、サーバへのトラフィッ

クを管理するOracle Net Listenerプロセスを保護します。Oracle Listener に固有の LifeKeeper 設定情報に

ついては、『LifeKeeper for Linux Oracle Recovery Kit管理ガイド』を参照してください。

Oracle Recovery Kitは ASM またはグリッドコンポーネント機能をサポートしていません

Oracleで提供されているOracle Automatic StorageManager (ASM)機能は現在、LifeKeeperではサポート

されていません。 また、グリッドコンポーネントは LifeKeeper Oracle Recovery Kitによって保護されません。

Rawデバイス、ファイルシステム、論理ボリュームに対するサポートは、現在のLifeKeeper for Linux Oracle
Recovery Kitに含まれています。グリッドコンポーネントに対するサポートは、gen/appリカバリキットを使用して

LifeKeeperの保護機能に追加できます。
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MySQL

説明

Oracle Recovery Kitは NFS バージョン 4 をサポートしていません

Oracle Recovery Kitは共有データベースストレージ用にNFSバージョン 3をサポートしています。NFSv4ファ
イルロッキングメカニズムのため、NFSバージョン 4は、現時点ではサポートされていません。

フェイルオーバ後にプライマリサーバで Oracle Listener が in serviceのままになります

ネットワーク障害により、アプリケ－ションがバックアップサーバにフェイルオーバした後、プライマリサーバで

Listenerプロセスがアクティブなままになります。正しいデータベースへの接続は影響を受けませんが、その

Listenerプロセスを終了したいと考えるかもしれません。

MySQL

説明

include文をサポートしません。

MySQLRecovery Kitは、my.cnf設定ファイルにおいて include文をサポートしておりません。

クラッシュリカバリについて

MySQLリカバリキットは、MySQLがクラッシュリカバリ処理を行っている間、それを異常と判断して回復処理

を起動します。 そのため、両者の処理が競合してしまい、MySQLのクラッシュリカバリが正常に行われない場

合があります。

この現象は、リカバリ中にクライアントからの接続を受け付けなくなるために、LifeKeeperの監視処理で行わ

れる接続確認が失敗するために発生します。

NFS Server Recovery Kit

説明

最上位のNFS リソース階層は hanfs リソースのスイッチバックタイプを使用します

障害からサービス状態に復旧する際にNFS リソース階層がプライマリサーバにスイッチバックするかどうかを制

御するスイッチバックタイプは、hanfs リソースで定義されます。
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NFS Server Recovery Kit

説明

一部のクライアントが nfs ファイルロックを再取得できません

NFSクライアントとして動作しているとき、一部のLinux カーネルは、「NFSロックが解除されているので、再取

得する必要がある」という、NFSサーバからの通知に正常に応答しません。そのため、これらのシステムが、

LifeKeeperに保護されているNFSファイル共有のクライアントである場合、これらのクライアントで保持されて

いるNFSロックは、フェイルオーバまたはスイッチオーバの際に失われます。

NFSマウントオプションの推奨値で NFSロックを使用する場合、以下のオプションを設定することを推奨しま

す。

rw,nolock,bg,hard,nointr,tcp,nfsvers=3,timeo=600,rsize=32768,wsize=32768,act
imeo=0

NFS v4の変更は SLES 11 nfsサブシステムの操作と互換性がありません

SLES 11の非 NFS v4リモートエクスポートのマウンティングによって、rpc.statdが開始されます。NFS v4ルー

トエクスポートを保護するクラスタ内のout of serviceノードでは、rpc.statdの開始に失敗します。

解決方法 : NFS v4ルートエクスポートを保護しているクラスタで NFS v2/v3と混在させないでください。

IPv6では NFS v4 を設定できません

IPv6仮想 IPはNFSv4階層にまとめられます。

解決方法 : NFSv4リソースの作成時に IPv6仮想 IP リソースを使用しないでください。

NFS v4:拡張解除後に階層を再拡張できません

エクスポートポイントがすでにターゲットサーバでエクスポート済みなので、拡張に失敗します。NFS v4階層が

サーバAで作成され、サーバBに拡張され、サーバBで in serviceになった後にサーバAから拡張解除され

た場合、NFS v4階層のサーバAへの再拡張は失敗します。

解決方法 :サーバAで「exportfs -ra」というコマンドを実行し、残された追加エクスポート情報をクリーンアップ

します。

一部環境において NFSv3でのファイルロックのスイッチオーバに失敗します

リソースのスイッチオーバまたはフェイルオーバの際に、以下のOSではNFSv3のファイルロックのフェイルオーバは

機能しません。NFSv3のロックフェイルオーバは現在、これらのOSバージョンではサポートされていません。
l RHEL7、CentOS7、OL7

l RHEL6、CentOS6、OL6

l SLES12

l SLES11

解決方法 : NFSv4で有効なロックフェイルオーバ機能を使用します。

Oracle Recovery Kitは NFSv4 をサポートしていません

Oracle Recovery Kitは共有データベースストレージ用にNFSv3をサポートしています。NFSv4ファイルロッキ

ングメカニズムのため、NFSv4は、現時点ではサポートされていません。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 273



SAP Recovery Kit

説明

NFS サブシステムの停止と起動が、SIOS Protection Suiteで保護される NFS エクスポートに悪影響を及

ぼします

SIOS Protection Suite for LinuxがNFSエクスポートを保護しているときに、NFSサブシステム (Red Hatの
/etc/init.d/nfsまたは SuSEの/etc/init.d/nfsserver)が停止された場合、NFSの停止動作

ですべてのディレクトリのエクスポート解除が実行されるため、SIOS Protection Suite for Linuxが保護している

すべてのエクスポート済みディレクトリが影響を受けます。SIOS Protection Suite for LinuxのNFS
quickCheckスクリプトが停止したNFSのプロセスを検出し、ローカルリカバリを実行してプロセスを再起動し

てから、ディレクトリを再エクスポートします。ただし、SIOS Protection SuiteのNFS ARKがすべてを復旧する

ために、保護されたエクスポートのすべてについて quickCheckが実行されます。例えば、SIOS Protection
Suite for LinuxのNFS ARKにより5個のエクスポートが保護されている場合、そのキットが保護するすべての

エクスポート済みディレクトリを復旧するために、quickCheckが5回実行されます。デフォルトのquickCheck
時間は 2分なので、すべてのエクスポート済みディレクトリを復旧するには、10分かかります。

対応策 : SIOS Protection SuiteのNFS ARKがシステム上のエクスポート済みディレクトリをアクティブに保護

しているときには、NFSサブシステムを停止しないでください。NFSサブシステムを停止する必要がある場合

は、すべてのNFS リソースをスタンバイノードに切り替えてからNFSサブシステムを停止してください。

exportfsコマンドの使用も検討する必要があります。このコマンドラインユーティリティは 1つのディレクトリの

エクスポート /エクスポート解除の機能を装備しているので、NFSサブシステム全体を停止する必要がなくな

ります。

SAP Recovery Kit

説明

SAP 階層の削除または拡張解除に失敗します

同じ IP リソースを階層内の複数の場所に格納しているSAP階層を削除または拡張解除すると、リソース

が削除されず、コアダンプが発生することもあります。

この問題を修正するには、拡張解除または削除操作に失敗した後で、残ったリソースを LifeKeeper GUIか
ら手動で削除します。サーバからコアファイルを削除するという方法もあります。

[Handle Warnings]により -e行 1で構文エラーが発生します

[Handle Warnings]のデフォルトの動作 [No]を [Yes]に変更すると、エラーを受信します。

解決方法 : このオプションをデフォルト設定の [No]のままにしてください。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。

同じ設定を選択すると、Update Wizard のボタンが非表示になります

現在の設定を変更せずに [Handle Warnings]を更新しようとすると、戻る必要があることを示す次の画面

で [Done]ボタンが表示されません。
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LVM Recovery Kit

説明

res_stateに変更を加えると、監視が無効になります

[Protection Level]を [BASIC]に設定し、SAPを手動でダウンさせた場合 (メンテナンスなどの目的で)、
「FAILED」とマークされ、監視が停止します。

解決方法 :監視を再開する場合、LifeKeeperはリソースを手動ではなく開始する必要があります。

ERS がCore/CI の親ではない場合、サービス中の ERS がリモートホストで失敗します

追加 SAP リソースの依存関係なしで ERS リソースを作成すると、スイッチオーバ時に初期のサービス中状態

が失敗します。

解決方法 : CI/Coreインスタンス (SCSまたは ASCS)の親として ERSを作成してから、 in-serviceを再試行

します。

LVM Recovery Kit

説明

LVM 構成における DataKeeper for Linux非同期モードに関する注意事項

複数の非同期ミラー上に LVMを構成すると、データの整合性が保てず、さらには kernel panicが発生する

場合があります。

DataKeeper上に LVMを構成する場合には、DataKeeperミラー1つだけ、または複数の同期ミラー、いずれ

かの構成でなければなりません。

lkID の使用はディスク全体で LVM を上書きした状態と互換性がありません

lkIDを使用して、LVM物理ボリュームとして設定されているディスクで一意のディスク IDを生成すると、 lkID
およびLVM情報が格納されているディスク上の場所で競合が発生します。これにより、 lkIDおよびpvcreate
が使用された順番に従って、 lkIDまたは LVM情報のどちらかが上書きされます。

対応策 : lkIDを LVMと組み合わせて使用する必要がある場合は、ディスクをパーティション化し、ディスク全

体ではなくディスクパーティションを LVM物理ボリュームとして使用します。

LVM のアクションがRHEL 6では遅くなります

RHEL 6で一部のLVMコマンドを実行している際、前のリリースよりもパフォーマンスが遅くなる場合がありま

す。LVMリソースを含む階層の restoreおよび removeに要する時間がやや長くなることとして現れることがあり

ます。

Raw および LVM のRecovery Kit を組み合わせた設定は、RHEL 6環境ではサポートされません

Raw リソースを作成するとき、Raw Recovery KitはRawデバイスのmajor番号およびminor番号に基づい

てデバイスファイルを探します。その結果、/dev/dm-*がそのデバイスになります。ただし、LVM Recovery Kit
はこのタイプの/dev/dm-*を処理できないため、GUIで「raw device not found」エラーが発生しま

す。
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DMMP Recovery Kit

説明

DMMP:スタンバイサーバで発行された writeがハングすることがあります

別のサーバでリザーブされているDMMPデバイスにwriteが発行されると、 IOが永久に (またはデバイスがもう

一方のサーバでリザーブされなくなるまで)ハングすることがあります。もう一方のサーバでデバイスが解放され、

writeが発行されると、データが破損することがあります。

この問題の原因は、DMMPでの IO再試行に従ってパス確認が実行される方法にあります。「no_path_
retry」が0 (失敗 )に設定されている場合、このハングは発生しません。別のサーバでパスがリザーブされている

ときにデバイスのpath_checkerが失敗しても (MSA1000)、この問題は発生しません。

対応策 : 「no_path_retry」を 0 (失敗 )に設定します。しかしこれにより、一時的なパスの障害が原因で、 IO
の障害が発生する可能性もあります。

DMMP:複数のイニシエータがATP_C をサポートする SAS アレイで正しく登録されていません

LifeKeeperは、複数のSASイニシエータがSASアレイに接続される設定をネイティブにサポートしていませ

ん。こうした設定では、各イニシエータが正常に登録されないので、1つのイニシエータのみが IOを発行できる

ようになります。マルチパスドライバ (DMMPなど)が未登録のイニシエータに IOを発行すると、エラーが発生し

ます。

解決方法 : SASストレージ情報に基づいてパス IDが設定されるように、/etc/default/LifeKeeperの

設定値を以下のように設定してください。

MULTIPATH_SAS=TRUE

RHEL 6.0の場合、LifeKeeper は EMC Clariion に接続されているリザベーションをサポートできません

DMMPリカバリーキットのパラメータ設定が必要な場合、複数の異なるストレージを同時に使用することはで

きません。

末尾が "p<数字>" になっている LV と併用できません

LVMを併用する場合、末尾が "p<数字>"になっている LVが存在するとDMMP RKが正常に動作しませ

ん。 このような名前を持つ LVは作成しないでください。
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DB2 Recovery Kit

説明

DB2 Recovery Kitが不要なエラーをレポートします

DB2が共有ディスクにインストールされている場合、DB2リソースを拡張する際に以下のメッセージが表示さ

れることがあります。

LifeKeeper was unable to add instance "%s" and/or its variables to
the DB2 registry.

このメッセージは、DB2リソースの拡張動作には悪影響を及ぼしません。

MD Recovery Kit

説明

MD Recovery Kitは、「homehost」で作成されたミラーをサポートしません

LifeKeeper MD Recovery Kitは、「homehost」機能で作成されたミラーでは正常に機能しません。

「homehost」が設定された場合、LifeKeeperは、不正なフォーマットの一意の IDを使用するので、 in-service
操作が失敗します。SLES 11システムでは、「homehost」はミラーの作成時にデフォルトで設定されます。

「homehost」に対応しているmdadmのバージョンは、別のディストリビューションやバージョンでも使用可能と思

われます。この機能を無効にするには、ミラー作成時にコマンドラインで --homehost=""を指定します。

「homehost」設定を使用して作成されたミラーがすでに存在している場合は、設定を無効にしてミラーを再

作成する必要があります。「homehost」設定を使用して作成されたミラーで LifeKeeper階層がすでに構築さ

れている場合、階層を削除し、「homehost」を無効にしてミラーを構築した後で再作成する必要がありま

す。

MD Recovery Kitは LVM デバイスで作成された MD デバイスをサポートしていません

LifeKeeper MD Recovery Kitは、LVMデバイスで作成されたMDデバイスを正常に処理しません。MDデバ

イスの作成時にLifeKeeperが認識できない名前が付けられます。

/etc/mdadm.confのMD Recovery Kit設定ファイルエントリがコメントアウトされていません

/etc/mdadm.confのLifeKeeper設定ファイルエントリ破砕起動後にコメントアウトする必要があります。これら

のファイルエントリはコメントアウトされていません。

大規模な設定ではローカルリカバリが実行されません

大規模な設定 (6以上の階層 )では、ローカルリカバリがトリガされた場合 (sendevent)、すべての階層が

チェックされず、ローカルリカバリが失敗することがあります。
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MD Recovery Kit

説明

起動時にミラーが自動的に開始されます

一部のシステム (RHEL 6を実行しているシステムなど)では、起動時に自動的にミラーを開始する設定ファ

イル (/etc/mdadm.conf)にAUTOエントリがあります (例 :  AUTO +imsm +1.x –all). 

解決方法 : LifeKeeperでは、ミラーを自動的に開始しないようにする必要があるので、このエントリを編集

し、起動時に自動的に開始しないように指定する必要があります。前の例 (AUTO +imsm +1.x –all)は、

imsm メタデータおよび1.x メタデータから他のすべてを除いたものを使用して作成したミラーを自動的に開始

するようにシステムに指示しています。このエントリを「AUTO -all」に変更し、あらゆるものからすべてを除いて

自動的に開始するように (つまり、何も自動的に開始されないように)システムに指示する必要があります。

重要 : クリティカルなシステムリソース (rootなど)がMDを使用している場合、それらのミラーが他の方法で開

始され、LifeKeeperで保護されているミラーは開始されないようにしてください。
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Sybase ASE Recovery Kit
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Sybase ASE Recovery Kit

説明

ユーザ名 / パスワードの問題 :

l デフォルトのユーザ名がパスワードで保護されている場合、すべての検証が完了するまで create UI は
これを検出しません

Sybaseリソースを作成する際に、ユーザ名の入力が要求されます。フロントのヘルプには、ユー

ザが指定されない場合はデフォルトの「sa」が使用されるというメッセージが表示されます。ただ

し、この時点ではデフォルトのアカウントに対するパスワード検証は実行されません。SIOS
Protection SuiteがSybaseリソースを作成しようとする際に、パスワードの検証 /入力が行わ

れていないためにリソース作成が失敗します。パスワード検証は [user/password]ダイアログで

発生しますが、ユーザプロンプトに有効なユーザが実際に入力された場合のみです。デフォルト

のユーザ名を使用する場合でも、create操作時にそのユーザ名を指定する必要があります。

l ユーザ名が指定されない場合、パスワードの入力要求が省略されます

ユーザ名を入力しない場合、 [user/password]ダイアログはパスワードの入力要求を省略しま

す。UIオプションを使用してユーザ /パスワードを更新する際にSybaseのユーザ名を入力しな

い場合、デフォルトの「sa」が使用され、そのアカウントのパスワード検証は実行されません。これ

により、無効な認証情報のエラーが発生して、データベースの監視が失敗します。デフォルトの

ユーザ名を使用する場合でも、update操作時にそのユーザ名を指定する必要があります。こ

の問題を解決するには、以下の手順を実行してください。

1. 必要な Sybaseデータファイルが、目的のサーバから現在アクセス可能であることを確認

します。多くの場合、プライマリ上のローカルリカバリの障害を監視するため、これはバック

アップサーバです。

2. このサーバのコマンドラインからSybaseデータベースインスタンスを開始してください (デー

タベースを手動で開始する方法の詳細は、Sybase製品のドキュメンテーションを参

照 )。

3. コマンドラインを使用して、LKROOT/binディレクトリ (ほとんどのインストールでは

/opt/LifeKeeper/bin)に移動 (cd)してください。

4. binディレクトリで次のコマンドを実行してください。

./ins_setstate –t <SYBASE_TAG> -S ISP

<SYBASE_TAG>は Sybaseリソースのタグ名です。

5. コマンドの実行が完了した後、ただちにUIからUpdate User/Password Wizardを実

行し、有効なユーザ名を入力してください (Sybaseのデフォルトの「sa」を使用する場合

も同様 )。注記 : Update User/Password Wizardにアクセスするには、Sybaseリソース

インスタンスを右クリックし、[Change Username/Password]を選択してください。

6. ローカルサーバ上で階層が更新された後、リソースがすべてのノードで in serviceにする

ことができることを確認してください。

l Sybaseのローカルユーザ名が 8文字以上の場合、バックアップサーバの保護が失敗します

Sybaseのユーザ名は 8文字未満にする必要があります。Sybaseのローカルユーザ名が8文
字以上の場合、リソース作成に使用されるプロセスとユーザ IDのチェック、および監視が失敗
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Sybase ASE Recovery Kit

説明

します。また、これにより、有効な Sybase Backup Serverのインスタンスを保護の対象として選

択できなくなります。この問題は、オペレーティングシステムが8文字以上のユーザ名を各種コ

マンド (psなど)のUIDに変換することに起因します。7文字以下のユーザ名を使用する必要

があります。

リソース作成問題 :

l Sybaseのデフォルトのインストールプロンプトは、16.0 SP02(/opt/sybase)に基づきます。SIOS
Protection Suiteでリソースを作成する際に、Sybaseのインストール場所のデフォルトプロンプトが、

Sybaseバージョン 16.0 SP02(/opt/sybase)からの相対パスとして表示されます。リソース作成のプロン

プトには、Sybaseの正しいインストール場所を手動で入力するか、参照する必要があります。

拡張の問題 :

l 拡張時に Sybaseのタグプロンプトが編集可能ですが変更しないでください拡張時にSybaseのタグ

プロンプトが編集可能ですが、これは推奨されません。サーバごとに異なるタグを使用すると、コマンドラ

インによるリモート管理で問題が発生するおそれがあります。

[Properties]ページの問題 :

l [Properties]ペインに [update user/password]の画像が表示されません正しい画像の代わりに小さ

い四角がツールバーに表示されます。この四角を選択すると、User/Password Update Wizardが起

動されます。

Sybase Monitor Serverは、Sybase 15.7とSIOS Protection Suiteの組み合わせではサポートされていませ

ん。Sybase 15.7で SybaseMonitor Serverプロセスを設定する場合、Generic Application (gen/app)リソース

を使用してこのサーバプロセスを保護する必要があります。

Remove コマンドが SLES 11上の Sybaseから認識されません

バックアップサーバで Sybaseを in serviceにする場合、はじめにプライマリサーバで out of serviceにする必要

があります。Sybaseからこのコマンドを認識するようにするには、行に「locales/locales.dat」を追加し、

SIOS Protection Suiteが「POSIX」を「vendor_locale」として使用して、リモートで Sybaseコマンドを実行

するようにします。

例 :

locale = POSIX, us_english, utf8

Sybase ARK の稼働を検出できません

症状：Sybase ARKの稼働を検出できません

原因：Sybase ARKはデフォルトのsql interface tool (isql)を使用します。一部の64ビットシステム上では、こ

の isql toolは、 isqlではな くisql64としてインストールされています。

解決方法： isql64ツールを同一パスにおいて isqlとしてコピーしてください。もしくは isql64に対して isqlという

名前でリンクを作成してください。
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WebSphere MQ Recovery Kit

説明

lksupportコマンド実行時のエラー:

MQRKの保護下にあるMQキューマネージャーがNFS共有されているディスク上に配置されている場合、

lksupportコマンドを実行すると、以下のエラーが出力されることがあります。

cat: <PATH>/mqm/qmgrs/tkqmgr/qm.ini: Operation not permitted

これは、NFS領域への rootアクセスが禁止されていることにより発生するものです。 このエラーが出力されるこ

とにより発生する問題はありません。

quickCheckがモニタしているキューに長いメッセージ(101文字以上 )を書き込まれた場合、異常と判定して

しまいます

MQ 標準のディレクトリ以外にインストールされている場合、リカバリキットのインストールに失敗します

MQ のパッケージ名を変更した場合、リカバリキットのインストールに失敗します

MQ が標準のディレクトリ以外にインストールされている場合、サンプルのビルドに失敗します

複数のリスナーを一つのインスタンスに定義し、自動起動と手動起動が混在している場合、リソース作成お

よび quickCheckに失敗することがあります

GUI トラブルシューティング

LifeKeeper GUIをリモートシステムから設定する際に問題が発生した場合は、以下のいずれかのトピックを参照

してください。

Javaプラグイントラブルシューティング

アプレットトラブルシューティング

ネットワーク関連トラブルシューティング( GUI)

ネットワーク関連トラブルシューティング (GUI)
LifeKeeperはGUI クライアントとサーバの通信に Java RMI (RemoteMethod Invocation)を使用します。問題と

なりうる要素の一部はRMIに関連し、それ以外は一般的なネットワークの設定に関する問題です。
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Windowsプラットフォームでの論理接続の遅延

Sun FAQから:
最も蓋然性が高いのは、ホストのネットワーク設定が誤りというものです。RMIは Java APIネットワーククラス、

特に ava.net.InetAddressを使用します。これは、アドレスマッピングおよびホスト名へのアドレスに対して両方の

ホストに TCP/IPホスト名のルックアップを実行させます。Windowsでは、ルックアップ機能はネイティブWindows
ソケットライブラリで実行されるので、遅延はRMIではなく、Windows ライブラリで発生するものです。ホストが

DNSを使用するように設定されている場合、これは、通信に関連するホストについて認識しないというDNS
サーバの問題となる可能性があります。その場合、DNSルックアップのタイムアウトが発生します。このケースに当

てはまる場合は、ファイル\windows\system32\drivers\etc\hostsで関連ホスト名 /アドレスをすべて指定してくだ

さい。通常のホストファイルのフォーマットを次に示します。

IPアドレスサーバ名称

例 :

192.168.100.1 homer.example.com homer

これで、最初のルックアップにかかる時間を短縮できるはずです。

また、サブネットマスクとゲートウェイアドレスの設定が誤っていると、接続の遅延や障害を引き起こす可能性が

あります。これらの設定が正しいことをネットワーク管理者に確認してください。

モデムからの実行 :
サーバが存在するネットワークにモデムで (PPPまたは SLIPを使用して)接続する場合、コンピュータは一時的

な IP番号を操作用に取得します。この一時的な番号は、ホスト名がマップしたものではない可能性があります

(ホスト名が何かにマップしている場合 )。そのため、この場合は、 IPのみで通信するようにサーバに指示する必要

があります。これには、モデム接続ウィンドウを開いて一時的な IP番号を取得します。この番号を使用して、

GUI クライアントのホスト名プロパティを設定します。

プラグインでブラウザのホスト名を設定するには、[Java Plug-In Control Panel]を開き、[Java Run Time
Parameters]に以下の値を追加してクライアントのホスト名を設定します。

-Djava.rmi.server.hostname=<MY_HOST>

HotJavaブラウザのホスト名を設定するには、hotjavaコマンドラインに以下の値を追加します。

-Djava.rmi.server.hostname=<MY_HOST>

たとえば、以下のようになります。

-Djava.rmi.server.hostname=192.168.100.2

プライマリネットワークインターフェースのダウン:
LifeKeeper GUIは、GUI クライアントとGUIサーバの通信を維持するためにRemoteMethod Invocation (RMI)
を使用します。ほぼどのような場合でも、プライマリネットワーク・インターフェースを介してサーバへの接続が確立
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ホストへのルートが存在しない例外 :

されます。つまり、サーバのプライマリイーサネットインターフェースがダウンした場合、接続は失われ、GUI クライア

ントに [Unknown] というサーバの状態が表示されます。

この問題の唯一の解決策は、サーバのプライマリイーサネットインターフェースを再び有効にすることです。また、

RMIの制限のため、マルチホームサーバ (複数のネットワークインターフェースを備えたサーバ)でこの問題を解決

することはできません。

ホストへのルートが存在しない例外 :
ホストに接続できなかったため、ソケットをリモートホストに接続できませんでした。これは通常、ネットワークのロー

カルサーバとリモートホストの間のリンクの一部がダウンしたか、ホストがファイアウォールの後ろにあることを意味し

ます。

不明なホストの例外 :
LifeKeeper GUI クライアントとサーバは、通信に Java RMI (RemoteMethod Invocation)技術を使用します。

RMIが正常に動作するために、クライアントとサーバは解決可能なホスト名または IPアドレスを使用する必要

があります。解決不可能な名前、WINS名、修飾されていないDHCP名を使用した場合、Javaは
UnknownHostExceptionを送出します。

このエラーメッセージは、以下の条件でも発生する可能性があります。

l サーバ名が存在しない場合。サーバ名の誤記がないか確認してください。

l 設定されたDHCPサーバが、RMIサーバが実際に存在するドメインではなく、リゾルバドメインのドメイン

名になるようにRMIサーバの完全修飾ドメイン名を設定している場合。この場合、サーバのDHCP ドメ

インの外側のRMI クライアントは、不正なドメイン名のためにサーバにアクセスできません。

l サーバが、Windows Internet Naming Service (WINS)を使用するように設定されたネットワーク上にある

場合。DNSにのみ依存しているホストは、WINSの下に登録されたホストにアクセスできない場合があり

ます。

l RMI クライアントとサーバがファイアウォールをはさんだ反対側にある場合。ファイアウォールの外側にRMI
クライアント、内側にサーバがある場合、クライアントはサーバに対してリモート呼び出しを実行できませ

ん。

LifeKeeper GUIを使用している場合、クライアントによって提供されたホスト名はサーバから解決できるものであ

り、サーバからのホスト名はクライアントによって解決できるものである必要があります。LifeKeeper GUIはこの例

外を捕捉し、ユーザに警告します。クライアントがサーバのホスト名を解決できない場合、この例外が捕捉さ

れ、メッセージ 115が表示されます。サーバがクライアントのホスト名を解決できない場合、この例外が捕捉さ

れ、メッセージ 116が表示されます。どちらのメッセージにも、実行が試された未修飾ホスト名を指定する Java
例外の一部が含まれています。

下記に、ホスト名の解決が正常に機能していることをテストまたは検証するために使用できる手順をいくつか示

します。

Windowsから:
1. Linuxサーバとの通信の確認

DOSプロンプトから、ホスト名を使用してターゲットを pingします。
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Linuxから:

ping <TARGET_NAME>

たとえば、以下のようになります。

ping homer

ターゲットの修飾されたホスト名と IPアドレスをリストする応答が表示されるはずです。

2. 正しい設定の確認

l DNSの設定を確認するか、ネットワークにDNSサーバをインストールします。

l ControlPanel->Network->Protocols->TCP/IPの設定を確認します。これらの設定が正し

いことをネットワーク管理者に確認してください。

[DNS] タブのホスト名は、ローカルネームサーバで使用されているものと一致してい

る必要があります。これは、GUIエラーメッセージで指定したホスト名とも一致して

いる必要があります。

l ローカルホストおよびその接続先となる LifeKeeperサーバのエントリを含める形で hosts ファ
イルを編集してください。

Windows 95/98システムでは、hosts ファイルは以下のようになります。

%windir%\HOSTS (for example, C:\WINDOWS\HOSTS).

注記 : Windows 95/98では、hosts ファイルの最後のエントリがキャリッジリターン

(CR)またはラインフィード (LF)で終わっていない場合、hosts ファイルはまったく読み

取られません。

Windows NTシステムでは、hosts ファイルは以下のようになります。

%windir%\System32\DRIVERS\ETC\HOSTS
(for example, C:\WINNT\System32\DRIVERS\ETC\HOSTS).

たとえば、システムがHOSTCLIENT.EXAMPLE.COMと呼ばれ、 IPアドレスとして

192.168.200.10を使用している場合、hosts ファイルに次のエントリを追加します。

192.168.200.10 HOSTCLIENT.EXAMPLE.COM HOSTCLIENT

3. GUI クライアントで使用するホスト名プロパティを設定してください。プラグインでブラウザからホスト名を設

定するには、[Java Plug-In Control Panel]を開き、[Java Run Time Parameters]に以下の値を追

加してクライアントのホスト名を設定します。

Djava.rmi.server.hostname=<MY_HOST>

4. Microsoftのネットワーク関連のパッチをwww.microsoft.comで確認してください。

Linuxから:
1. ホスト名または IPアドレスを使用して Linuxからターゲットサーバを pingし、他のサーバとの通信を確認

します。

ping <TARGET_NAME>

たとえば、以下のようになります。
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XWindow Serverに接続できない:

ping homer

ターゲットの修飾されたホスト名をリストする応答が表示されるはずです。

2. ホスト名または IPアドレスで pingを実行し、クラスタ内の各サーバでローカルホストが解決可能であるこ

とを確認します。DNSが実装されていない場合、 /etc/hosts ファイルを編集し、ローカルホスト名のエント

リを追加します。このエントリで、ローカルサーバの IPアドレスまたはデフォルトエントリ (127.0.0.1)をリスト

できます。

3. DNSがNISの前に指定されていることを確認します。 /etc/nsswitch.confのhosts行で DNSをNISの

前に置く必要があります。また、 /etc/resolv.confは正しく設定されたDNSサーバを指す必要がありま

す。

4. DNSを実装しない場合、または他の方法がうまくいかない場合は、 /etc/hosts ファイルを編集し、ホスト

名のエントリを追加します。

5. GUI クライアントで使用するホスト名プロパティを設定してください。これは、管理者ごとに変更する必要

があります。

プラグインでブラウザからホスト名を設定するには、[Java Plug-In Control Panel]を開き、[Java Run
Time Parameters]に以下の値を追加してクライアントのホスト名を設定します。

-Djava.rmi.server.hostname=<MY_HOST>

HotJavaブラウザからホスト名を設定するには、hotjavaコマンドラインに以下の値を追加します。

-Djava.rmi.server.hostname=<MY_HOST>

たとえば、以下のようになります。

-Djava.rmi.server.hostname=192.168.200.10

-Djava.rmi.server.hostname= homer.example.com

X Window Serverに接続できない:
LifeKeeper GUIアプリケーションを telnetセッションから実行している場合、GUI クライアントがLifeKeeperサーバ

で XWindow Serverにアクセスできることを確認する必要があります。LifeKeeperサーバはGUI クライアントのホ

スト名またはネットワークアドレスを解決できる必要があります。

LifeKeeperサーバに対して telnetを実行して LifeKeeper GUIアプリケーションを実行した場合、DISPLAY環

境変数にはクライアントのホスト名と表示番号を含める必要があります。たとえば、Server1というサーバに

Client1というクライアントから telnetを実行した場合、DISPLAY環境変数はClient1:0に設定される必要があ

ります。LifeKeeper GUIアプリケーションを実行した場合、Client1のDISPLAY名に出力が送信されます。

Client1がXWindow Serverにアクセスできない場合、例外が発生して LifeKeeper GUIアプリケーションは失敗

します。

LifeKeeper GUIをアプリケーションとして起動したときに、XWindow Serverに接続できない、またはクライアント

DISPLAY名を開くことができないというエラーが発生した場合は、以下の手順を実行してください。

1. ホスト名または IPアドレスを使用して表示変数を設定します。たとえば、以下のようになります。

DISPLAY=Client1.somecompany.com:0
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コミュニケーションパスの稼働と停止

DISPLAY=172.17.5.74:0

2. xhost または xauth コマンドを使用し、クライアントがLifeKeeperサーバで XWindow Serverに接

続できることを確認します。

3. クライアント用のDNSエントリを追加するか、クライアント用のエントリを LifeKeeperサーバのローカルホス

トファイルに追加します。LifeKeeperサーバからクライアントに対して、ホスト名または IPアドレスを使用し

て pingを実行し、クライアントとの通信を確認します。

コミュニケーションパスの稼働と停止

コミュニケーションパスの停止と稼働が繰り返される場合 ( LifeKeeper GUIでAlive、Dead、Aliveというように表

示される場合 )、ハートビートの設定がクラスタ内のすべてのサーバで同じ値に設定されていない可能性がありま

す。

この状態は、いずれか一方のサーバにある LifeKeeperデフォルトファイル /etc/default/LifeKeeperで設定名に

誤記がある場合にも発生する可能性があります。

推奨される対策

1. クラスタ内のすべてのサーバで LifeKeeperを停止します。

2. クラスタ内の各サーバで、 /etc/default/LifeKeeperにある LCMHBEATTIME 設定と

LCMNUMHBEATS設定の値とスペルを確認します。設定値、スペルミスの無いことを各ノードで確認し

ます。

3. クラスタ内のすべてのサーバで LifeKeeperを再起動します。

不完全なリソースの作成

インスタンスの一部のみが作成された状態で、リソース設定プロセスが中断された場合、階層を再設定する前

に、手動でクリーンアップする必要があります。LifeKeeper GUIを使用し、一部が作成されたリソースを削除して

ください。手順については、すべてのサーバからの階層の削除を参照してください。階層リストにこれらのリソース

が含まれていない場合、 ins_remove( LCDI-instances(1M)を参照 )およびdep_remove( LCDI-relationship
(1M))を使用し、部分的な階層をクリーンアップしなければならない可能性もあります。

不完全なリソースの優先順位の変更

LifeKeeperの階層は、親子の関係によって関連付けられたすべてのリソースとして定義されています。複数の

親を持つリソースの場合、GUI と階層のすべてのリソースを区別することは一概に簡単とも言えなくなります。階

層の整合性を保持するには、サーバごとに階層内のすべてのリソースに対して優先順位を変更する必要があり

ます。 [OK]または [Apply]ボタンを押した後で選択される階層のすべてのルートリソースを表示することで、GUI
はこの要件を強制します。この時点で、すべてのルートを受け付けるか、操作をキャンセルするかを選択できま

す。ルートのリストを受け付けた場合、新しい優先順位の値が階層内のすべてのリソースに割り当てられます。

その階層の [Resource Properties]ダイアログが表示されている間、他の変更を階層に加えていることを確認す

る必要があります。 [Resource Properties]ダイアログの優先順位を編集する前に、LifeKeeperに加えられた変

更が動的にダイアログで更新されます。ただし、変更を加えると、基本的な変更がLifeKeeperで加えられた場
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一貫した状態への階層のリストア

合でも、ダイアログの値は凍結されます。 [Apply]または [OK]ボタンをクリックした後でのみ、変更が加えられたこ

とが通知されるので、優先順位の変更操作は要求どおりに進みません。

複数の優先順位の変更を伴う優先順位の変更操作時に、復旧できないエラーの可能性を最低限に抑える

には、プログラムは、一度に 1つのサーバに対して個別に行われる一連の変更として、複数の優先順位の変

更操作を実行します。また、操作時に優先順位の競合を防ぐために、必要に応じて一時的な値がプロパティ

に割り当てられます。この一時的な値は、最大許容値 999を超えるもので、優先順位の変更中に一時的に

GUIに表示されることもあります。操作が完了すると、一時的な値はすべて、要求された値に置き換えられま

す。エラーが発生し、優先順位の値をロールバックできない場合、一時的な優先順位の値の一部がそのまま

残る可能性もあります。この場合は、下記の推奨手順に従って階層を修復してください。

一貫した状態への階層のリストア

優先順位の変更操作の間にエラーが発生し、操作を完了できない場合、優先順位は不整合の状態のまま

残る可能性があります。エラーは、システムやコミュニケーションパスの障害を含め、さまざまな理由で発生しま

す。操作が開始された後や完了する前にエラーが発生し、プログラムが前の優先順位にロールバックできなかっ

た場合、操作中にエラーがあったこと、および前の優先順位を restoreできなかったことを示すメッセージが表示

されます。この場合、以下の処置を実行し、階層を一貫性のある状態に restoreする必要があります。

1. 可能であれば、問題の原因を特定します。システムまたはコミュニケーションパスの障害を確認します。

優先順位管理プログラムの実行中に、その他の操作が行われていないことを確認します。

2. 可能であれば、問題の原因を修正してから先に進みます。たとえば、階層を修復する前に、障害が発

生したシステムまたはコミュニケーションパスを restoreする必要があります。

3. [Resource Properties]ダイアログから操作を再試行します。

4. [Resource Properties]ダイアログから変更できない場合は、コマンドライン hry_setpriを使用して階

層を修復するとより簡単かもしれません。このスクリプトを使用すると、一度に 1つのサーバに対して優先

順位を変更できます。このスクリプトは、GUIからは実行できません。

5. 修復を実行したら、階層が存在するすべてのサーバに対して eqv_listコマンドを実行し、階層のすべ

てのリソースに対して返された優先順位の値を調べ、LifeKeeperデータベースがすべてのサーバで一貫

していることを確認します。

6. 最終的に、階層を修復できない場合は、階層を削除して再作成する必要がある可能性もあります。

階層の設定中に共有ストレージが見つからない

リソースの階層を設定中に、LifeKeeperが「No shared storage」(共有ストレージがありません)というメッセージを

レポートする状況がいくつかあります。

考えられる原因 :ストレージを共有するサーバー間でコミュニケーションパスが定義されていません。共有ストレー

ジデバイスで階層が設定されている場合、LifeKeeperは、クラスタ内の別のサーバを少なくとも 1つ検証し、その

共有ストレージにアクセスできることを確認します。

推奨される対策 : LifeKeeper GUIまたは lcdstatus (1M)を使用し、コミュニケーションパスが設定されてお

り、アクティブになっていることを確認します。
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階層の設定中に共有ストレージが見つからない

考えられる原因 :ストレージを共有するサーバー間でコミュニケーションパスが機能していません。

推奨される対策 : LifeKeeper GUIまたは lcdstatus (1M)を使用し、コミュニケーションパスが設定されてお

り、アクティブになっていることを確認します。

考えられる原因 : Linuxが共有ストレージにアクセスできない。この原因としては、ドライバがロードされていないこ

とや、ドライバがロードされたときにストレージの電源が入っていないこと、あるいはストレージデバイスが正しく設

定されていないことなどが考えられます。

推奨される対策 : /proc/scsi/scsiでデバイスが正しく定義されていることを確認します。

考えられる原因 : LifeKeeperを起動する前にストレージがLinuxで設定されていない。LifeKeeperの起動時

に、すべてのSCSIデバイスがスキャンされ、デバイスのマッピングが判別されます。LifeKeeperの起動後にデバイ

スが設定された (電源がオンにされた、接続された、またはドライバがロードされた)場合、デバイスを設定して使

用できるようにするには、LifeKeeperを停止してから再起動する必要があります。

推奨される対策 : $LKROOT/subsys/scsi/resources/hostadp/device_infoにデバイスがリストされ

ていることを確認してください。$LKROOTは、デフォルトでは /opt/LifeKeeper. です。デバイスがこのファイ

ルにリストされていない場合、LifeKeeperはそのデバイスを使用しません。

考えられる原因 :ストレージがサポートされていない。サポートストレージ一覧には、LifeKeeperで動作がテストさ

れ、サポートされている具体的な SCSIデバイスが列挙されています。ただし、このリストに含まれているのは、す

でに知られているデバイスなので注意してください。LifeKeeperの要件を満たしているものの、SIOS Technology
Corp.がテストしていないデバイスが存在する可能性もあります。

推奨される対策 : $LKROOT/subsys/scsi/resources/hostadp/device_infoにデバイスがリストされ

ていることを確認してください。$LKROOTは、デフォルトでは /opt/LifeKeeperです。デバイスがこのファイルに

リストされているものの、デバイス名の後に来る IDが「NU-」で始まる場合、LifeKeeperはデバイスから一意の ID
を取得できなかったことを示します。一意の IDがない場合、LifeKeeperはデバイスが共有されているかどうかを

判別できません。

考えられる原因 :ストレージでは、デバイスを LifeKeeperで使用できるようにする前に、特定のLifeKeeperソフト

ウェアをインストールする必要があります。たとえば、Raw I/Oサポートを有効にするためのsteeleye-lkRAWキッ

ト、データレプリケーションを有効にするためのsteeleye-lkDR ソフトウェアなどです。

推奨される対策 :必要な LifeKeeperパッケージが各サーバにインストールされていることを確認します。ソフトウェ

アの要件については、 SPS for Linux リリースノート を参照してください。

補足のヒント :

test_lk(1M)ツールを使用すると、ストレージおよび通信の問題のデバッグに役立ちます。
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LifeKeeperサーバ障害からの復旧

LifeKeeperサーバ障害からの復旧

LifeKeeperクラスタ内のサーバに、オペレーティングシステムの再インストールを (したがって LifeKeeperの再インス

トールも)必要とする障害が発生した場合、クラスタの各サーバからリソース階層を再拡張する必要があります。

ただし、再インストールしたサーバとの共有イクイバレンシ関係がクラスタのサーバにある場合、LifeKeeperは、再

インストールしたサーバへ既存のリソース階層を拡張することを許可しません。また、再インストールされたサーバ

には階層が実際には存在していないため、再インストールしたサーバから階層を拡張解除することもできませ

ん。

推奨される対策 :
1. リソース階層が設定されている各サーバで、eqv_list コマンドを使用してすべての共有イクイバレンシのリ

ストを取得します (詳細については、LCDI-relationshipを参照してください).

下記の例では、server1および server2に対する IP リソースの iptagのコマンドおよび結果の出力を示し

ます。ここでは、server2が再インストールされたサーバ、server1が設定された階層です。

eqv_list -f:

server1:iptag:server2:iptag:SHARED:1:10

2. リソース階層が設定された各サーバで、eqv_removeを使用して、階層の各リソースのイクイバレンシ関

係を手動で削除します (詳細については、LCDI-relationshipを参照してください)。

たとえば、上記の手順 1の例を基に、server1に対して以下のコマンドを実行します。

eqv_remove -t iptag -S server2 -e SHARED

3. 2つ以上のサーバがあるクラスタでは、これらのリソース階層のイクイバレンシ関係が定義されているクラス

タ内の各サーバに対して手順 1と2を繰り返します。

4. 最後に、GUIを使用し、リソース階層が in-serviceになっているサーバから再インストールされたサーバに

各リソース階層を拡張します。

停止できないプロセスからの復旧

プロセスが停止不可の場合、LifeKeeperは共有ディスクパーティションをアンマウントできない可能性がありま

す。そのため、リソースを別のシステムで In Serviceにすることができません。停止できないプロセスから復旧する

唯一の方法は、システムを再起動することです。

手動リカバリ時のパニックからの復旧

手動スイッチオーバ時にPANICになると、リカバリが不完全に終わる可能性があります。PANICまたはその他

の大きなシステム障害が手動スイッチオーバ時に発生した場合、バックアップシステムへの完全自動リカバリは保

証できなくなります。 In Serviceになる必要があるすべてのリソースが In Serviceであることをバックアップシステム

で確認してください。 In Serviceではないリソースがあった場合は、LifeKeeper GUIを使用して、そのリソースを

手動で In Serviceにします。手順については、リソースを In-Serviceするを参照してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 290



Out-of-Service階層の復旧

Out-of-Service 階層の復旧

LifeKeeperサーバの障害からの復旧の一環として、障害が発生したサーバで設定されているものの、サーバの

障害時にどのサーバでも In Serviceではなかったリソース階層が、障害時に最優先で Aliveになったサーバで

復旧されます。これは、障害が発生したサーバ、復旧中のサーバ、階層内の他のサーバを含め、Out of
Serviceの階層が最後にどこで In Serviceだったかには無関係です。

リソースタグ名の制限

タグ名の長さ

LifeKeeper内のすべてのタグは、256文字以内にする必要があります。

有効な特殊文字

- _ . /

タグの最初の文字に「.」および「/」を使用することはできません。

無効な文字

+ ; : ! @ # $ * = 「スペース」

シリアル (TTY) コンソールの警告

シリアルコンソールデータパスの一部が信頼できない場合、またはOut of Serviceになった場合、シリアル (RS-
232 TTY)コンソールを使用するユーザは LifeKeeperサービスで深刻な問題に直面する可能性があります。操

作中に、LifeKeeperはコンソールメッセージを生成します。設定に (標準的な VGAコンソールではなく)シリアル

コンソールがある場合、これらのコンソールメッセージが確実に配信されるようにするために、LifeKeeperからエン

ドユーザターミナルへのデータパス全体が機能している必要があります。

ターミナルの電源オフ、モデムの未接続、ケーブルのゆるみなど、データパスがつながっていない場合、Linux
STREAMSファシリティは、コンソールメッセージをキューに入れます。STREAMSキューがいっぱいになった場合、

Unix カーネルは、STREAMSバッファキューにメッセージを入れる余地ができるまで LifeKeeperを保留にします。

これにより、LifeKeeperがハングすることもあります。

注記 : LifeKeeper環境のシリアルコンソールは可能なかぎり避け、VGAコンソールを使用することを推奨しま

す。シリアルコンソールを使用する必要がある場合、シリアルコンソールがオンになっていること、ケーブルとオプショ

ンのモデムが正しく接続されていること、メッセージが表示されていることを必ず確認してください。

システムが init 状態 S に遷移しているという警告

LifeKeeperが動作している場合、システムを直接、 init状態 Sに切り替えないでください。Linuxの initシステム

の操作が原因で、こうした遷移が全 LifeKeeperプロセスの即時停止につながり、突発的な障害を発生させる
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共有ストレージでスレッドがハングしているというメッセージ

可能性があります。この場合は、代わりに LifeKeeperを (lkstopで)手動停止するか、システムを最初に init
状態 1にしてから init状態 Sにしてください。

共有ストレージでスレッドがハングしているというメッセージ

デバイス確認スレッドがそれほど迅速に処理を完了していない場合、スレッドがハングしているというメッセージが

LifeKeeperログに記録されることがあります。これにより、リソースがあるサーバから別のサーバに移動し、さらに悪

いケースでは、サーバが停止する可能性があります。

説明

(/etc/default/LifeKeeperの) FAILFASTTIMERは、各デバイスが正常に動作していること、および特定

のシステムによって所有されているすべてのリソースがそのシステムからアクセス可能で、そのシステムに所有され

ていることを確認するための秒数を定義します。FAILFASTTIMERは、この所有権を確定し、データの信頼性

を最大限に確保するために、可能なかぎり小さくする必要があります。ただし、デバイスがビジー状態で、負荷

がピークの場合、指定した時間内で応答できない可能性もあります。デバイスの操作がFAILFASTTIMERよ

りも長くかかっている場合、LifeKeeperはデバイスがハングしている可能性を検討します。FAILFASTTIMERの

時間を 3回繰り返してもデバイスが応答しない場合、LifeKeeperは、デバイスに障害が発生したものとみなし

て、リカバリを実行します。リカバリプロセスは、SCSIERRORの設定で定義します。SCSIERRORの設定に

よっては、ローカルリカバリを実行し、失敗した場合はスイッチオーバを実行するために sendeventが発行される

こともあります。この操作がない場合、システムが停止するおそれもあります。

推奨される対策 :
ハングメッセージがまれにエラーログに出力され、もうハングしていないというメッセージがそれに続く場合、さらに括

弧の数が常に 1つの場合、それほど警戒する理由はありません。ただし、このメッセージが頻繁にログに記録さ

れ、数が2または 3の場合、以下の2つの処置が必要になる可能性があります。

l ストレージの負荷を減らすことを試みる。ストレージの処理に FAILFASTTIMER (デフォルトでは、5秒ま

たは 15秒を 3回 )の3倍の時間がかかっている場合、ストレージに対する負荷を考慮し、 I/Oの長い遅

延を避けるために負荷を分散する必要があります。これにより、LifeKeeperは、デバイスを頻繁に確認で

きるようになり、さらにそのデバイスを使用しているアプリケーションのパフォーマンスも向上します。

l 負荷を減らすことができない場合、FAILFASTTIMERをデフォルトの5秒から増やすことができます。この

値は、できる限り低く抑える必要があります。そのため、メッセージがまったく表示されなくなるか、まれにし

か表示されなくなるまで、少しずつ値を増やしてください。

注記 : FAILFASTTIMERの値が変更された場合、新しい値を有効にするために、LifeKeeperを終了し、再起

動する必要があります。
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SIOS DataKeeper for Linux

はじめに

SIOS DataKeeper for Linuxは、LifeKeeper環境に統合データミラーリング機能を提供します。この機能により、

LifeKeeperリソースが共有 /非共有ストレージ環境で動作可能になります。

SIOS DataKeeper for Linuxによるミラーリング

SIOS DataKeeperの仕組み

SIOS DataKeeper for Linux によるミラーリング

SIOS DataKeeper for Linuxは、共有ストレージを使用せずに可用性の高いクラスタ( SIOS LifeKeeperを使

用 )を構築したいお客様や、ビジネスに不可欠なデータをサーバ間でリアルタイムに複製したいお客様に別の方

法を提供します。

SIOS DataKeeperは、同期または非同期のボリュームレベルのミラーリングを使用して、プライマリサーバ(ミラー
ソース)から 1台以上のバックアップサーバ(ミラーターゲット )にデータを複製します。

DataKeeperの特長

SIOS DataKeeperには、以下の特長があります。

l TCP/IPベースのローカルエリアネットワーク( LAN)またはワイドエリアネットワーク( WAN)経由で、リモート

の場所に高い信頼性、効率、整合性でデータをミラーリングできます。

l 同期と非同期のミラーリングをサポートします。

l 複製はファイルシステムの下のブロックレベルで実行されるので、関与するアプリケーションに対して透過

的です。

l LifeKeeperと共に使用した場合、複数ターゲットへのカスケーディングフェイルオーバも含めて、複数ター

ゲットへの同時ミラーリングをサポートします。

l 内蔵のネットワーク圧縮ににより、ワイドエリアネットワークでの最大スループットが向上します。

l 主要なファイルシステムをすべてサポートします(ファイルシステムのジャーナリングサポートの詳細について

は、 SPS for Linux リリースノートの製品説明を参照してください)。

l ミラーリングしたデータにフェイルオーバの保護を提供します。

l LifeKeeperのグラフィカルユーザインターフェースに統合されています。
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同期ミラーリングと非同期ミラーリングの違い

l 他のLifeKeeper Application Recovery Kitをフルにサポートします。

l システムリカバリ時に、プライマリサーバとバックアップサーバとの間でデータを自動的に再同期します。

l 障害発生時には、仮想のシステムコンポーネントの健全性を監視し、ローカルリカバリを実行します。

l I/Oフェンス用のSTONITHデバイスをサポートします。詳細については、STONITHのトピックを参照して

ください。

同期ミラーリングと非同期ミラーリングの違い

同期ミラーリングと非同期ミラーリングの違いを理解すると、アプリケーション環境に適切なミラーリング方法を選

択することができます。

同期ミラーリング

SIOS DataKeeperは、プライマリサーバとバックアップサーバに同時にデータを書き込む同期ミラーリング方法を使

用して、リアルタイムミラーを実現します。書き込み動作のたびに、DataKeeperは書き込みをターゲットデバイス

に転送し、リモート確認を受信してから I/O完了を通知します。同期ミラーリングの長所は、データの保護レベ

ルが高いことです。これは、常にデータのすべてのコピーを確実に同一にしているからです。ただし、リモート確認

を待つために、パフォーマンスが低下することがあり、これは特にWAN環境で発生します。

非同期ミラーリング

非同期ミラーリングでは、それぞれの書き込みがソースデバイスに対して行われ、次に、コピーがターゲットデバイ

スに送信されるキューに入れられます。これはつまり、任意の時点で、ソースからターゲットデバイスへの送信を

待っている多数の書き込みトランザクションが存在する可能性があります。非同期ミラーリングの長所は、書き

込みがプライマリディスクに到達した時点で確認されるため、パフォーマンスが高いことです。ただし、プライマリディ

スクに障害が発生した場合、非同期書き込みキュー内にある書き込みはターゲットに送信されないため、信頼

性が低くなります。この問題を緩和するために、SIOS DataKeeperはプライマリディスクに対する個々の書き込

みについてインテントログファイルにエントリを作成します。また、多量の書き込みが継続的に行われた場合、

キューに書き込まれたデータの送出を優先するため一時的にI/Oパフォーマンスが低下する場合があります。

インテントログとは、プライマリとターゲットのミラー間で同期していないデータブロックを示すビットマップです。サーバ

の障害発生時にインテントログを使用すると、データ全体の再同期を回避できます。

補足 :非同期ミラーリングを作成するとき、DataKeeperはターゲットデバイスへの書き込みキューの

数をデフォルトの256にセットするため、write-behindを値なしでセットします。LKDR_ASYNC_
LIMITパラメータに 2以上の値がセットされている場合には、その値が用いられます。

一度ターゲットデバイスへの書き込みキューがこの値に達すると、書き込みキューがこの値を下回る

までの間ミラーリングは同期モードとして動作します。

ブロックサイズが4Kである場合、この値がデフォルト (非同期書き込みキューの上限 256)であるな

らば、最大で 1MBの転送待ちデータが発生します。

注記 : インテントログは、同期と非同期の両方のミラーモードで使用できます。ただし、非同期ミラーリングのイン

テントログは、2.6.16以降のLinux カーネルでのみサポートされます。
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SIOS DataKeeperの仕組み

SIOS DataKeeperの仕組み

SIOS DataKeeperは、NetRAIDデバイスを作成して保護します。NetRAIDデバイスはRAID1のデバイスであ

り、下図に示すようにローカルのディスクまたはパーティション、およびネットワークブロックデバイス( NBD)で構成さ

れます。

LifeKeeperがサポートするファイルシステムは、その他すべてのストレージデバイスと同様に、NetRAIDデバイスに

マウントできます。この場合、ファイルシステムは複製されたファイルシステムと呼ばれます。LifeKeeperは、

NetRAIDデバイスと複製されたファイルシステムの両方を保護します。

ファイルシステムは、DataKeeper [リソース階層を作成することにより作成されます。NetRAIDデバイスを別の

サーバに拡張するとNBDデバイスが作成され、2台のサーバ間にネットワーク接続が確立されます。NBD接続

が確立されるとただちに、SIOS DataKeeperがデータの複製を開始します。

nbd-clientプロセスがプライマリサーバで実行され、バックアップサーバで動作している nbd-serverプロセスと接続

します。

同期 (および再同期 )
DataKeeperリソース階層は作成されてから拡張されるまでの間、デグレードモードです。つまり、データはローカ

ルのディスクまたはパーティションにのみ書き込まれます。階層をバックアップ(ターゲット )システムに拡張すると、

SIOS DataKeeperが2つのシステム間でデータを同期し、以降の書き込みはすべてターゲットに複製されます。

どの時点でもデータが「非同期」になった場合 (システムまたはネットワークの障害が発生した場合 )、SIOS
DataKeeperはソースとターゲットのシステムでデータを自動的に再同期します。インテントログ(ビットマップファイ

ル)を使用するようにミラーが設定されている場合、SIOS DataKeeperはインテントログを使用して非同期の
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標準ミラーの構成

データを特定するので、全体の再同期は不要です。インテントログ(ビットマップファイル)を使用するようにミラー

が設定されていない場合は、データ複製の中断後に全体の再同期が実行されます。

標準ミラーの構成

最も一般的なミラーの構成では、下図に示すように 2台のサーバがあり、各サーバのローカルのディスクまたは

パーティションとの間にミラーが確立されます。サーバ1は、ミラーソースを持つプライマリサーバです。サーバ2は、

ミラーターゲットを持つバックアップサーバです。

N+1 Configuration
前述した標準ミラーの構成の変形として一般的に使用される構成では、クラスタ内にある 2台以上のサーバ

が共通のバックアップサーバにデータを複製します。この場合は、下図に示すように、各ミラーソースがバックアップ

サーバの個別のディスクまたはパーティションに複製する必要があります。
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複数ターゲットの構成

複数ターゲットの構成

適切な Linuxのディストリビューションとバージョン 2.6.7以降のカーネルと共に使用した場合、下図に示すよう

に、SIOS DataKeeperは、プライマリサーバの1つのディスクまたはパーティションから複数のバックアップシステムに

データを複製することもできます。
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SIOS DataKeeperリソース階層

特定のソースのディスクまたはパーティションを最大 7つのミラーターゲットに複製でき、各ミラーターゲットは別のシ

ステムに存在する必要があります。つまり、ソースのディスクまたはパーティションを、同一ターゲットシステム上にあ

る複数のディスクまたはパーティションにミラーリングすることはできません。

このタイプの構成では、LifeKeeperのカスケーディングフェイルオーバ機能を使用でき、保護するアプリケーションと

そのデータに対して複数のバックアップシステムを提供できます。

SIOS DataKeeper リソース階層

以下の例に、LifeKeeperのGUIに表示される典型的な DataKeeperリソース階層を示します。
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フェイルオーバのシナリオ

リソースdatarep-ext3-sdrはNetRAID リソースであり、親リソースext3-sdrはファイルシステムリソースです。本書

の以降の部分では、「DataKeeperリソース」は両方のリソースを合わせたものを指すことに注意してください。ファ

イルシステムリソースはNetRAID リソースに依存するので、NetRAID リソースに対する動作はその上にあるファイ

ルシステムにも影響します。

フェイルオーバのシナリオ

以下の4つの例で、SIOS DataKeeperを使用するフェイルオーバで何が起きるかを説明します。これらの例で

は、LifeKeeper for Linux クラスタは、サーバ1(プライマリサーバ)とサーバ2(バックアップサーバ)の2台のサーバで

構成されます。

シナリオ 1

サーバ1からサーバ2へのミラーが正常に完了し、その後サーバ1が動作不能に陥る。

結果 : フェイルオーバが発生します。サーバ2がプライマリサーバの役割を担当し、サーバ1が再び動作可能に

なるまでデグレードモード (バックアップなし)で動作します。サーバ1が再び動作可能になると、SIOS
DataKeeperがサーバ2からサーバ1への再同期を開始します。2.6.18以前のカーネルでは、全体の再同期が

実行されます。2.6.19以降のカーネル、またはRedHat Enterprise Linux 5.4の2.6.18-164以降のカーネル(ま
たはRedHat 5.4以降のサポートする派生カーネル)では、部分的な再同期が実行されます。つまり、ソースと

ターゲットにあるビットマップファイルに記録された変更部分についてのみ同期が必要です。

注記 :SIOS DataKeeperは、現在ミラーソースとして動作しているサーバに以下のフラグをセットします。

$LKROOT/subsys/scsi/resources/netraid/$TAG_last_owner

サーバ1がサーバ2にフェイルオーバすると、このフラグがサーバ2にセットされます。このため、サーバ1が動作を

再開すると、SIOS DataKeeperはこの最終オーナフラグをサーバ1から削除します。その後、サーバ2からサーバ

1にデータの再同期を開始します。

シナリオ 2

シナリオ1で、サーバ2(プライマリサーバである状態 )が、サーバ1(この時点ではバックアップサーバ)との再同期

中に動作不能になる。
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シナリオ3

結果 :再同期プロセスが正常に完了しなかったので、データが破損している可能性があります。この結果、

LifeKeeperはDataKeeperリソースをサーバ1にフェイルオーバしません。サーバ2が動作可能になった場合にの

み、LifeKeeperはサーバ2で DataKeeperリソースをサービス中 ( ISP)にします。

シナリオ 3

サーバ1(プライマリ)とサーバ2(ターゲット )の両方が動作不能になる。サーバ1(プライマリ)が最初に動作可能

になる。

結果 :サーバ1は、DataKeeperリソースを in serviceにしません。この理由は、停止してからオンラインに戻った

ソースサーバは、ターゲットと通信できないからです。ソースサーバは以下のタグをセットします。

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

これは、正しくない方向へのデータ同期を防止する安全策です。この場合、サーバ1でミラーを強制的にオンラ

インにする必要があります。つまり、サーバ1のdata_corrupt フラグを削除し、リソースを in serviceにします。ミ

ラーを強制的にオンラインにするを参照してください。

注記 :$TAG_data_corrupt フラグを削除する前に、サーバ1が最終のプライマリサーバであることを確認する必要

があります。サーバ1が最終のプライマリサーバでない場合、データが破損する可能性があります。これは、 last_
ownerフラグの有無で確認できます。

シナリオ 4

サーバ1(プライマリ)とサーバ2(ターゲット )の両方が動作不能になる。サーバ2(ターゲット )が最初に動作可能

になる。
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シナリオ4

結果 : LifeKeeperは、サーバ2のDataKeeperリソースを ISPにしません。サーバ1が動作可能になると、

LifeKeeperはサーバ1のDataKeeperリソースを ISPにします。
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インストールと設定

DataKeeper リソースを設定する前に

以下のトピックには、DataKeeperリソースの作成と管理を行う前に考慮が必要な情報があります。また、3種
類のDataKeeperリソースについても説明しています。LifeKeeper Coreのリソース階層を設定する手順につい

ては、LifeKeeperの設定セクションを参照してください。

ハードウェアとソフトウェアの要件

SIOS DataKeeperをインストールするには、LifeKeeperの構成が次の要件を満たしている必要があります。

ハードウェアの要件

l サーバ - LifeKeeper for Linuxをサポートする 2台以上のサーバ。

l IP ネットワークインターフェースカード -各サーバにネットワークインターフェースカードが1つ以上必要で

す。ただし、LifeKeeperクラスタには 2つのコミュニケーションパスが必要です。独立した 2つのサブネットを

使用する 2つの分離した LANベースのコミュニケーションパスが推奨され、これらの1つ以上をプライベー

トネットワークとして構成する必要があります。ただし、TCP とTTYを組み合わせて使用することもできま

す。

注記 : ソフトウェアミラーリングの特性により、サーバ間のネットワークトラフィックが多くなる可能性がありま

す。このため、SIOS DataKeeperのデバイス用に個別のプライベートネットワークを実装することが推奨さ

れます。この実装には、各サーバに追加のネットワークインターフェースカードが必要になることがあります。

l ディスクまたはパーティション -ソースとターゲットのディスクまたはパーティションとして動作する、プライマリ

サーバとバックアップサーバのディスクまたはパーティション。ターゲットのディスクまたはパーティションは、ソース

のディスクまたはパーティション以上のサイズである必要があります。

注記 : SIOS Data Replication 7.1.1のリリースから、パーティションが作成されていないディスク全体

( /dev/sdd)の複製が可能になりました。旧バージョンのSIOS Data Replicationでは、ディスクを複製する

には、パーティションを作成する必要がありました( /dev/sdd1のような 1つの大きいパーティションの場合で

も)。SIOS Data Replication 7.1.1からこの制限が取り除かれました。

ソフトウェアの要件

l オペレーティングシステム– SIOS DataKeeperは、Linux カーネル2.6をベースにする主要な Linuxのディス

トリビューションと共に使用できます。サポートするディストリビューションのリストについては、SPS for Linux
リリースノートを参照してください。非同期ミラーリングとインテントログは、2.6.16以降のLinux カーネルを

使用するディストリビューションでのみサポートされます。複数のターゲットのサポート (複数のミラーターゲッ

トのサポート )には、2.6.7以降のLinux カーネルが必要です。
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全般的な設定

l LifeKeeper Installation スクリプト -多くの場合、以下のパッケージをインストールする必要があります

(特定のSIOS DataKeeperの要件については、SPS for Linux リリースノートの「製品要件」セクションを

参照してください)。

HADR-generic-2.6

SIOS DataKeeperをインストールする前に、LifeKeeperクラスタの各サーバにこのパッケージをイ

ンストールする必要があります。HADRパッケージはSPSのインストールイメージファイル内にあ

り、 Installationのsetup スクリプトにより自動的に適切なパッケージがインストールされます。

l LifeKeeper ソフトウェア -各サーバに同じバージョンのLifeKeeper Coreをインストールする必要がありま

す。また、使用を計画している同じバージョンのRecovery Kit も各サーバにインストールする必要がありま

す。特定のSPS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 SIOS DataKeeper ソフトウェア– SPSクラスタの各サーバには SIOS DataKeeperソフトウェアが必要で

す。SIOS DataKeeperのインストールとアンインストールの手順については、SPS for Linux インストールガ

イドを参照してください。

全般的な設定

l ターゲットのディスクまたはパーティションのサイズ(バックアップサーバ上 )は、ソースのディスクまたはパーティ

ションのサイズ(プライマリサーバ上 )以上である必要があります。

l DataKeeperリソースを作成して拡張すると、同期プロセスによりターゲットのディスクまたはパーティションに

存在するデータが削除され、ソースのパーティションにあるデータに置き換えられます。

ネットワーク設定

l 各ペアのサーバ間でデータのレプリケーション用に選択するパスは、あらかじめそれらのサーバ間の

LifeKeeperコミュニケーションパスとしても設定されている必要があります。ネットワークパスを変更する方

法については、データレプリケーションパスの変更を参照してください。

l DataKeeperがデータリプリケーションに使用するネットワークインタフェースへIPリカバリキットで仮想 IPアドレ

スを付加する構成は行わないでください。

IPリカバリキットがネットワークインタフェースを操作する時に一時的に回線断が発生するため、予期しな

いタイミングでデータリプリケーションが停止して不要な再同期が発生する可能性があります。

l このリリースのSIOS DataKeeperは、DataKeeperリソースの自動スイッチバックをサポートしていません。さ

らに、自動スイッチバックの制限は、DataKeeperリソースの上に存在する他のLifeKeeperリソースにも適

用されます。

l Fusion-ioを使用する場合のネットワーク設定情報については、Fusion-ioを使用するクラスタ化の「ネット

ワーク」セクションを参照してください。

データレプリケーションパスの変更

LK 7.1から、lk_chg_valueを使用して、ミラーのレプリケーションパスのIPアドレスを変更できるようになりまし

た。例えば、ミラーのレプリケーションパスを IPアドレスの192.168.0.1から 192.168.1.1に変更するには、以下の

操作を行ってください。
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ネットワーク帯域幅の要件の特定

1. /etc/init.d/lifekeeper stop-nofailover (lk_chg_value は、LifeKeeperの動作中は

実行できません)。

2. lk_chg_value -o 192.168.0.1 -n 192.168.1.1

3. /etc/init.d/lifekeeper start

この IPアドレスを使用するミラーに含まれるすべてのサーバで、これらのコマンドを実行してください。

注記 : このコマンドは、該当アドレスを使用するコミュニケーションパスも変更します。

ネットワーク帯域幅の要件の特定

SIOS DataKeeperをインストールする前に、現在の構成の複製に仮想マシンを使用するか、物理的な Linux
サーバを使用するかによりネットワーク帯域幅の要件を特定する必要があります。仮想マシン( VM)を使用する

場合は、Linuxシステム(物理または仮想 )の更新頻度の測定方法を使用して、複製を計画している仮想マ

シンの変化率を測定してください。この値は、仮想マシンの複製に必要となるネットワーク帯域幅を表します。

ネットワーク帯域幅の要件を特定した後、ネットワークが最大のパフォーマンスを発揮するように構成してくださ

い。ネットワーク帯域幅の要件が、現在使用できるネットワーク能力を超えている場合は、以下のオプションを 1
つ以上検討しなければならない可能性があります。

l SIOS DataKeeper(または可能な場合はネットワークハードウェア)の圧縮を有効にする。

l ネットワーク能力を増強する。

l 複製するデータ量を低減する。

l 一時データおよびスワップファイル用に、複製しないローカルのストレージリポジトリを作成する。

l 毎日、ピーク時以外に複製を手動でスケジュールする。

Linux システム(物理または仮想 )での変化率の測定

DataKeeper for Linuxは、使用できるネットワーク内でデータを複製できます。マルチサイト、すなわち広域ネット

ワーク( WAN)構成では、「ソースパーティションが1日中更新されるときに、パーティションを正常に複製してミ

ラーをミラーリング状態に維持するために十分な帯域幅があるか」という質問に対して特別な検討が必要で

す。

ミラーがミラーリング状態でない場合にはパーティションのスイッチオーバは許可されないので、ミラーをミラーリング

状態に維持することが重要です。

SIOS DataKeeperはデータを非同期キューに追加することにより、短期間に急増した書き込み動作を処理し

ます。ただし、長期間にわたって複製されるすべてのボリュームのディスク書き込み動作の合計が、平均して

DataKeeperとネットワークが送信できる変化量を下回ることを確認してください。

ネットワーク能力が不十分なためにディスクの変化率に対処できず、非同期キューがいっぱいになった場合、ミ

ラーは同期動作に戻ります。これによりソースサーバのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 304



基本変化率の測定

基本変化率の測定

以下のコマンドを使用して、ミラーリングするファイルまたはパーティションを特定してください。例えば

/dev/sda3を使用して、1日に書き込まれたデータ量を測定します。

MB_START=`awk '/sda3 / { print $10 / 2 / 1024 }' /proc/diskstats`

1日後

MB_END=`awk '/sda3 / { print $10 / 2 / 1024 }' /proc/diskstats`

1日の変化率 (単位 : MB)は MB_END – MB_STARTで得られます。

SIOS DataKeeperが1日にミラーリングできるおよその量は以下のとおりです。

T1( 1.5Mbps) - 14,000MB/日 ( 14 GB)

T3( 1.5Mbps) - 410,000MB/日 ( 410GB)

ギガビット ( 1 Gbps) - 5,000,000MB/日 ( 5 TB)

詳細変化率の測定

変化率を収集する最良の方法は、一定期間 (例 : 1日 )ディスクの書き込み動作をログに記録して、ディスクの

書き込みのピーク期間を特定することです。

ディスクの書き込み動作を追跡するには、システムのタイムスタンプをログに記録して /proc/diskstatsのダンプを

行う cronジョブを作成してください。例えば、2分間隔でディスクの統計値を収集するには、 /etc/crontabに以

下のリンクを追加します。 :

*/2 * * * * root ( date ; cat /proc/diskstats ) >> /path_to/filename.txt

1日、1週間などの期間が経過した後、cronジョブを無効にし、得られたデータファイルを安全な場所に保存

します。

収集した詳細変化率データの解析

roc-calc-diskstatsユーティリティは、前述の手順で収集したデータを解析します。このユーティリティは、

長期間ログに記録された出力を持つ /proc/diskstats出力ファイルから、データセットに含まれるディスクの変化

率を計算します。

roc-calc-diskstats
#!/usr/bin/perl

# Copyright (c) 2011, SIOS Technology, Corp.

# Author:Paul Clements

use strict;

sub msg {
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収集した詳細変化率データの解析

printf STDERR @_;

}

sub dbg {

return if (!$ENV{'ROC_DEBUG'});

msg @_;

}

$0 =~ s@^.*/@@; # basename

sub usage {

msg "Usage:$0 <interval> <start-time> <iostat-data-file> [dev-list]\n";

msg "\n";

msg "This utility takes a /proc/diskstats output file that contains\n";

msg "output, logged over time, and calculates the rate of change of\n";

msg "the disks in the dataset\n";

msg "OUTPUT_CSV=1 set in env. dumps the full stats to a CSV file on STDERR\n";

msg "\n";

msg "Example:$0 1hour \"jun 23 12pm\" steeleye-iostat.txt sdg,sdh\n";

msg "\n";

msg "interval - interval between samples\n";

msg "start time - the time when the sampling starts\n";

msg "iostat-data-file - collect this with a cron job like:\n";

msg "\t0 * * * * (date ; cat /proc/diskstats) >> /root/diskstats.txt\n";

msg "dev-list - list of disks you want ROC for (leave blank for all)\n";

exit 1;

}

usage if (@ARGV < 3);

my $interval = TimeHuman($ARGV[0]);

my $starttime = epoch($ARGV[1]);

my $file = $ARGV[2];

my $blksize = 512; # /proc/diskstats is in sectors

my %devs = map { $_ => 1 } split /,/, $ARGV[3];

my %stat;

my $firsttime;

my $lasttime;

# datestamp divides output

my %days = ( 'Sun' => 1, 'Mon' => 1, 'Tue' => 1, 'Wed' => 1,

'Thu' => 1, 'Fri' => 1, 'Sat' => 1);

my %fields = ( 'major' => 0,

'minor' => 1,
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収集した詳細変化率データの解析

'dev' => 2,

'reads' => 3,

'reads_merged' => 4,

'sectors_read' => 5,

'ms_time_reading' => 6,

'writes' => 7,

'writes_merged' => 8,

'sectors_written' => 9,

'ms_time_writing' => 10,

'ios_pending' => 11,

'ms_time_total' => 12,

'weighted_ms_time_total' => 13 );

my $devfield = $fields{'dev'};

my $calcfield = $ENV{'ROC_CALC_FIELD'} || $fields{'sectors_written'};

dbg "using field $calcfield\n";

open(FD, "$file") or die "Cannot open $file:$!\n";

foreach (<FD>) {

chomp;

@_ = split;

if (exists($days{$_[0]})) { # skip datestamp divider

if ($firsttime eq '') {

$firsttime = join ' ', @_[0..5];

}

$lasttime = join ' ', @_[0..5];

next;

}

next if ($_[0] !~ /[0-9]/); # ignore

if (!%devs || exists $devs{$_[$devfield]}) {

push @{$stat{$_[$devfield]}}, $_[$calcfield];

}

}

@{$stat{'total'}} = totals(\%stat);

printf "Sample start time:%s\n", scalar(localtime($starttime));

printf "Sample end time:%s\n", scalar(localtime($starttime + ((@{$stat
{'total'}} - 1) * $interval)));

printf "Sample interval:%ss #Samples:%s Sample length:%ss\n", $interval, (@
{$stat{'total'}} - 1), (@{$stat{'total'}} - 1) * $interval;

print "(Raw times from file:$firsttime, $lasttime)\n";

print "Rate of change for devices " .(join ', ', sort keys %stat) ."\n";
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収集した詳細変化率データの解析

foreach (sort keys %stat) {

my @vals = @{$stat{$_}};

my ($max, $maxindex, $roc) = roc($_, $blksize, $interval, @vals);

printf "$_ peak:%sB/s (%sb/s) (@ %s) average:%sB/s (%sb/s)\n", HumanSize
($max), HumanSize($max * 8), scalar localtime($starttime + ($maxindex *
$interval)), HumanSize($roc), HumanSize($roc * 8);

}

# functions

sub roc {

my $dev = shift;

my $blksize = shift;

my $interval = shift;

my ($max, $maxindex, $i, $first, $last, $total);

my $prev = -1;

my $first = $_[0];

if ($ENV{'OUTPUT_CSV'}) { print STDERR "$dev," }

foreach (@_) {

if ($prev != -1) {

if ($_ < $prev) {

dbg "wrap detected at $i ($_ < $prev)\n";

$prev = 0;

}

my $this = ($_ - $prev) * $blksize / $interval;

if ($this > $max) {

$max = $this;

$maxindex = $i;

}

if ($ENV{'OUTPUT_CSV'}) { print STDERR "$this," }

}

$prev = $_; # store current val for next time around

$last = $_;

$i++;

}

if ($ENV{'OUTPUT_CSV'}) { print STDERR "\n" }

return ($max, $maxindex, ($last - $first) * $blksize / ($interval * ($i -
1)));

}

sub totals { # params: stat_hash

my $stat = shift;
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収集した詳細変化率データの解析

my @totalvals;

foreach (keys %$stat) {

next if (!defined($stat{$_}));

my @vals = @{$stat{$_}};

my $i;

foreach (@vals) {

$totalvals[$i++] += $_;

}

}

return @totalvals;

}

# converts to KB, MB, etc. and outputs size in readable form

sub HumanSize { # params: bytes/bits

my $bytes = shift;

my @suffixes = ( '', 'K', 'M', 'G', 'T', 'P' );

my $i = 0;

while ($bytes / 1024.0 >= 1) {

$bytes /= 1024.0;

$i++;

}

return sprintf("%.1f %s", $bytes, $suffixes[$i]);

}

# convert human-readable time interval to number of seconds

sub TimeHuman { # params: human_time

my $time = shift;

my %suffixes = ('s' => 1, 'm' => 60, 'h' => 60 * 60, 'd' => 60 * 60 * 24);

$time =~ /^([0-9]*)(.*?)$/;

$time = $1;

my $suffix = (split //, $2)[0]; # first letter from suffix

if (exists $suffixes{$suffix}) {

$time *= $suffixes{$suffix};

}

return $time;

}

sub epoch { # params: date

my $date = shift;

my $seconds = `date +'%s' --date "$date" 2>&1`;

if ($?!= 0) {
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die "Failed to recognize time stamp:$date\n";

}

return $seconds;

}

使用法 :

# ./roc-calc-diskstats <interval> <start_time> <diskstats-data-file>
[dev-list]

使用例 (概要のみ) :

# ./roc-calc-diskstats 2m “Jul 22 16:04:01” /root/diskstats.txt
sdb1,sdb2,sdc1 > results.txt

この例は、概要 (およびディスク別のピーク I/O情報 )を results.txtにダンプします。

使用例 (概要とグラフデータ) :

# export OUTPUT_CSV=1

# ./roc-calc-diskstats 2m “Jul 22 16:04:01” /root/diskstats.txt
sdb1,sdb2,sdc1 2> results.csv > results.txt

この例は、グラフデータを results.csvに、概要 (およびディスク別のピーク I/O情報 )を results.txtにダンプ

します。

結果の例 ( results.txt)

Sample start time:Tue Jul 12 23:44:01 2011

Sample end time:Wed Jul 13 23:58:01 2011

Sample interval:120s #Samples:727 Sample length:87240s

(Raw times from file:Tue Jul 12 23:44:01 EST 2011, Wed Jul 13 23:58:01
EST 2011)

Rate of change for devices dm-31, dm-32, dm-33, dm-4, dm-5, total

dm-31 peak:0.0 B/s (0.0 b/s) (@ Tue Jul 12 23:44:01 2011) average:0.0 B/s
(0.0 b/s)

dm-32 peak:398.7 KB/s (3.1 Mb/s) (@ Wed Jul 13 19:28:01 2011)
average:19.5 KB/s (156.2 Kb/s)

dm-33 peak:814.9 KB/s (6.4 Mb/s) (@ Wed Jul 13 23:58:01 2011)
average:11.6 KB/s (92.9 Kb/s)

dm-4 peak:185.6 KB/s (1.4 Mb/s) (@ Wed Jul 13 15:18:01 2011) average:25.7
KB/s (205.3 Kb/s)

dm-5 peak:2.7 MB/s (21.8 Mb/s) (@ Wed Jul 13 10:18:01 2011) average:293.0
KB/s (2.3 Mb/s)
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total peak:2.8 MB/s (22.5 Mb/s) (@ Wed Jul 13 10:18:01 2011)
average:349.8 KB/s (2.7 Mb/s)

詳細変化率データのグラフ作成

お客様に固有の経時的な帯域幅のニーズを分かりやすくするために、テンプレートスプレッドシート diskstats-
template.xlsxが用意されています。このスプレッドシートにはサンプルデータがあり、roc-calc-diskstatsで

収集したデータで上書きできます。

をダウンロードするには

diskstats-template

1. results.csvを開き、 total列を含めてすべての行を選択してください。

2. diskstats-template.xlsxを開き、diskstats.csvワークシートを選択してください。

3. セル1-Aを右クリックし、[Insert Copied Cells]を選択してください。

4. レプリケーション用に割り当てた帯域幅の量を反映するように、ワークシートの左下にあるセルの
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bandwidth値を調整してください。

単位 : メガビット /秒 ( Mb/sec)

注記 :その右側にあるセルの値は、収集した生データに合わせて自動的にバイト /秒単位に変

換されます。

5. 以下の行 /列番号を記録してください。

a. Total(下のスクリーンショットでは行 6)

b. Bandwidth(下のスクリーンショットでは行 9)

c. 最終データポイント (下のスクリーンショットでは列 R)

6. bandwidth vs ROCワークシートを選択してください。

7. グラフを右クリックし、[Select Data...]を選択してください。

a. Bandwidth 系列を調整してください。

i. 左の [Series]リストからbandwidthを選択してください。

ii. [Edit]をクリックしてください。
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iii. 以下の構文を使用して、[Series Values]フィールドを調整してください。

“=diskstats.csv!$B$<row>:$<final_column>$<row>"

例 : “=diskstats.csv!$B$9:$R:$9"

iv. [OK]をクリックしてください。

b. ROC 系列を調整してください。

i. 左の [Series]リストからROCを選択してください。

ii. [Edit]をクリックしてください。
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iii. 以下の構文を使用して、[Series Values]フィールドを調整してください。

“=diskstats.csv!$B$<row>:$<final_column>$<row>"

例 :“=diskstats.csv!$B$6:$R:$6"

iv. [OK]をクリックしてください。

c. [OK]をクリックしてウィザードを終了してください。

8. Bandwidth vs ROCのグラフが更新されます。結果を解析して、データのレプリケーションをサポートするた

めに十分な帯域幅があるかどうかを判断してください。

SIOS DataKeeper for Linux のリソースタイプ

DataKeeperリソース階層を作成するときに、リソースタイプを選択するように LifeKeeperから要求されます。
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Replicate New File System

DataKeeperリソースには、いくつかのタイプがあります。お使いの環境に最適なタイプを選択するときに、以下の

情報が役立ちます。

Replicate New File System
Replicate New File Systemを選択すると、NetRAIDデバイスが作成 /拡張され、NetRAIDデバイスに指定のマ

ウントポイントがマウントされます。また、LifeKeeperがサポートするファイルシステムとNetRAIDデバイスの両方

が、LifeKeeperで保護されます。ローカルのディスクまたはパーティションがフォーマットされます。注意 : データがす

べて削除されます。

Replicate Existing File System
Replicate Existing File Systemを選択すると、現在マウントされているディスクまたはパーティションが使用され、

ディスクまたはパーティションのデータが削除されることなくNetRAIDデバイスが作成されます。SIOS DataKeeper
はローカルのディスクまたはパーティションをアンマウントし、ローカルのディスクまたはパーティションを使用して

NetRAIDデバイスを作成します。そして、NetRAIDデバイスにマウントポイントをマウントします。次に、NetRAID
デバイスとLifeKeeperがサポートするファイルシステムの両方を LifeKeeperで保護します。

重要 :SIOS Protection Suite for Linuxのマルチサイトクラスタ階層を作成する場合、作成プロセス中にアプリ

ケーションが停止します。階層の作成と拡張が完了した後、アプリケーションを再起動する必要があります。

DataKeeper Resource
DataKeeperリソースを選択すると、NetRAIDデバイスが作成 /拡張され、ファイルシステムは含めずに

LifeKeeperで保護されます。RAW I/Oデバイスを使用できるデータベースを使用している場合は、この複製タイ

プを選択できます。

ユーザがデータアクセスを続行できるように、SIOS DataKeeperは、現在マウントされているNetRAIDデバイスの

アンマウントと削除は実行しません。ユーザは、手動スイッチオーバの前にNetRAIDデバイスを手動でアンマウン

トし、手動スイッチオーバの後に他のサーバにマウントする必要があります。

注記 : DataKeeperリソースの作成後に、手動マウントしたファイルシステムを LifeKeeperで保護する場合は、

以下の操作を行います。

1. LifeKeeperがサポートするファイルシステムで、NetRAIDデバイスをフォーマットしてください。

2. NetRAIDデバイスをマウントしてください。

3. NetRAIDデバイスを使用して、共有ストレージのディスクまたはパーティションにあるかのようにファイルシス

テムの階層を作成し、拡張してください。

これで、LifeKeeperのファイルシステムリカバリキットが、フェイルオーバ時のファイルシステムのマウント /アンマウント

を実行します。

DataKeeper構成での I/O フェンシング

DataKeeper構成では、原理上ストレージのリザベーションを使用した I/Oフェンシングを使用することが出来な

いため、単体ではスプリットブレイン状態を回避することが出来ません。
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IP リソースを使用した排他制御

そのため、以下のような方法で DataKeeperリソースがスプリットブレイン状態に陥ることを防止する必要がありま

す。

IP リソースを使用した排他制御

IP リソースには重複チェックを利用した排他制御機能があるため、複数ノードで同一の IP リソースが起動する

ことはありません。この性質を利用して DataKeeperリソースのスプリットブレインを防止することが出来ます。

DataKeeperの子リソースに適当な仮想 IPアドレスを割り当てたIPリソースを配置することで、親になる

DataKeeperリソースが複数ノードで同時に起動することを防止します。

なお、 IP リソースの重複チェックはすべてのノードが同一サブネットに所属する必要があるため、この手法はロー

カルネットワークだけで構成された環境のみ適用できます。

Quorum/Witness機能による排他制御

LifeKeeperが持つQuorum/Witness機能を使用することで、複数ノードが同時にアクティブ状態になることを防

止します。

Quorum/Witness機能の詳細はテクニカルドキュメンテーションのQuorum/Witnessを参照してください。

リソースの設定作業

SIOS DataKeeperの設定作業はすべて、LifeKeeperのグラフィカルユーザインターフェース( GUI)から実行できま

す。LifeKeeperのGUIでは、SIOS DataKeeperのリソースの設定、管理、監視の作業をガイド付きで行うこと

ができます。

概要

SIOS DataKeeperの設定に関して、以下の作業を行うことができます。

l Create a Resource Hierarchy - DataKeeperリソース階層を作成します。

l Delete a Resource Hierarchy - DataKeeperリソース階層を削除します。

l Extend a Resource Hierarchy - DataKeeperリソース階層をプライマリサーバからバックアップサーバに拡

張します。

l Unextend a Resource Hierarchy - LifeKeeperクラスタ内にある 1台のサーバのDataKeeperリソース階

層を拡張解除 (削除 )します。

l Create Dependency -既存のリソース階層と別のリソースインスタンスとの間に子の依存関係を作成

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伝播します。

l Delete Dependency -リソースの依存関係を削除して、クラスタ内にあるすべての対象サーバに依存関

係の変更を伝播します。

l In Service -リソース階層をアクティブにします。

l Out of Service -リソース階層を非アクティブにします。

l View/Edit Properties -リソース階層のプロパティの表示または編集を行います。
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DataKeeper リソース階層の作成

マルチサイトクラスタ環境にDataKeeperリソース階層を作成する場合は、[Hierarchy Type]を選択した後、こ

のセクションの最後にある手順を参照してください。

プライマリサーバで以下の操作を行ってください。

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

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

2. ドロップダウンリストから [Data Replication]オプションを選択し、[Next]をクリックして続行してください。

3. 以下の情報を入力するように要求されます。ダイアログボックスで [Back]ボタンが有効な場合は、前の

ダイアログボックスに戻ることができます。これは、エラーが発生して、前に入力した情報を修正する必要

がある場合に便利な機能です。いつでも [Cancel]をクリックして、作成処理全体を取り消すことができ

ます。

フィールド ヒント

Switchback
Type

[intelligent switchback]を指定する必要があります。これは、バックアップサーバにフェ

イルオーバした後、管理者が手動で DataKeeperリソースをプライマリサーバにスイッチ

バックする必要があることを意味します。

注意 :このリリースのSIOS DataKeeperは、DataKeeperリソースの自動スイッチバックを

サポートしていません。さらに、自動スイッチバックの制限は、DataKeeperリソースの上

に存在する他のLifeKeeperリソースにも適用されます。

Server
作成するNetRAIDデバイスが存在するサーバ(通常はプライマリサーバ)の名前を選

択してください。ドロップダウンリストボックスには、クラスタ内のすべてのサーバが表示され

ます。

Hierarchy
Type

以下のいずれかを選択して、作成するデータレプリケーションのタイプを選択してくださ

い。

l Replicate New File System

l Replicate Existing File System

l DataKeeper Resource
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フィールド ヒント

Bitmap File

インテントログの記録に使用するビットマップファイルの名前を選択するか、入力してくだ

さい。[None]を選択すると、インテントログは使用されず、すべての再同期が部分的で

はなく全体の再同期になります。

重要 :ビットマップファイルは btrfs ファイルシステム上に置いてはいけません。データレプリ

ケーションのビットマップファイルがbtrfs ファイルシステム上に置かれると、LifeKeeperがミ

ラーを構成しようとした時、"invalidargument"エラーの原因になります。ビットマップファイ

ルのデフォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperの下です。このデフォルトの置き場所

は、 /opt/LifeKeeperがbtrfs ファイルシステム上にある場合変更されます。

注記 : btrfsは、現在SIOSProtection Suite for Linuxでサポートされていません。

Enable
Asynchronous
Replication ?

このレプリケーションリソースによるターゲットシステムへの非同期レプリケーションのサポー

トを許可するには、[Yes]を選択してください。すべてのターゲットについて同期レプリ

ケーションを使用する場合は、[No]を選択してください。後で、レプリケーションリソース

が各ターゲットサーバに拡張されるときに、実際のレプリケーションタイプ(同期または非

同期 )を選択するように要求されます。(両方のレプリケーションタイプの詳細について

は、SIOS DataKeeperによるミラーリングを参照してください)。これらのターゲットのいず

れかへのレプリケーションを非同期で実行する場合は、他のターゲットへのレプリケーショ

ンを同期実行する場合でもここでは [Yes]を選択する必要があります。

以降の一連のダイアログボックスは、[Hierarchy Type]で選択した項目によって異なります。一部のダイ

アログボックスはすべての階層タイプで同じですが、表示される順序と必要な情報が少し異なることがあ

ります。以下の3つのトピックで、階層作成の残りのプロセスについて説明しています。

l DataKeeper Resource

l Replicate New File System

l Replicate Existing File System

リソース階層の拡張

この操作は [Edit]メニューから開始できます。または [Create Resource Hierarchy]オプションの動作が完了す

ると自動的に開始されます。その場合は、手順 2を参照してください。

1. [Edit]メニューの [Resource]から [Extend Resource Hierarchy]を選択します。Pre-Extend Wizard
が表示されます。拡張操作に慣れていない場合は、[Next]をクリックしてください。LifeKeeperの
[Extend Resource Hierarchy]のデフォルト値が分かっていて、入力と確認を省略する場合は [Accept
Defaults]をクリックしてください。

2. Pre-Extend Wizardに以下の情報を入力します。

注記 :最初の2つのフィールドは [Edit]メニューから拡張を開始した場合にのみ表示されます。
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フィールド ヒント

Template
Server

現在 In ServiceのDataKeeperリソース階層が存在するテンプレートサーバを選択してくだ

さい。ここで選択するテンプレートサーバと次のダイアログボックスで選択する拡張するタグに

よって、 In Service (アクティブ)のリソース階層が表されることを理解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した場合、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、クラスタ内にある全

サーバの名前が表示されます。

Tag to
Extend

これは、テンプレートサーバからターゲットサーバに拡張するDataKeeperインスタンスの名

前です。ドロップダウンボックスには、テンプレートサーバ上に作成したすべてのリソースが表

示されます。

Target
Server 拡張先のサーバを入力するか、選択してください。

Switchback
Type

[intelligent switchback]を指定する必要があります。これは、バックアップサーバにフェイル

オーバした後、管理者が手動で DataKeeperリソースをプライマリサーバにスイッチバックす

る必要があることを意味します。

注意 : このリリースのSIOS DataKeeperは、DataKeeperリソースの自動スイッチバックをサ

ポートしていません。さらに、自動スイッチバックの制限は、SIOS DataKeeperリソースの上

に存在する他のLifeKeeperリソースにも適用されます。

Template
Priority

テンプレートの優先順位を選択するか、入力してください。これはサーバで現在 In
ServiceのDataKeeper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、小さい数字ほど優先順位が高くなります(数値 1が最高

の優先順位 )。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。デフォルト値をが推奨されます。

注記 : このフィールドは、階層をはじめて拡張するときにだけ表示されます。

Target
Priority

ターゲットの優先順位を選択するか、入力してください。これは、他のサーバにある同等の

階層に対する、新しく拡張するDataKeeper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(数値 1が最高の優先順位 )。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。

拡張前のチェックが正常に終了したというメッセージが表示されたら、 [Next]をクリックしてください。

拡張する階層に応じて、拡張されるリソースタグ(一部編集不可 )を示す一連の情報ボックスが表示さ

れます。

3. [Next]をクリックして、[Extend Resource Hierarchy]の構成タスクを開始してください。

4. 次のセクションには、別のサーバにDataKeeperリソースを拡張するために必要な手順を示します。
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DataKeeperリソース階層の拡張

DataKeeper リソース階層の拡張

1. pre-extendスクリプトが正常に実行されたというメッセージが表示されたら、以下の情報を指定するように

要求されます。

フィールド ヒント

Mount Point
ターゲットサーバ上にあるファイルシステムマウントポイントを入力してください( DataKeeper
リソースに関連する、LifeKeeperが保護するファイルシステムがない場合は、このダイアロ

グは表示されません)。

Root Tag
ルートタグを選択するか、入力してください。これは、ターゲットサーバ上にあるファイルシス

テムリソースインスタンスの一意の名前です( DataKeeperリソースに関連する、LifeKeeper
が保護するファイルシステムがない場合は、このダイアログは表示されません)。

Target Disk
or Partition

複製するファイルシステムの配置先となる、ターゲットサーバ上のディスクまたはパーティショ

ンを選択してください。

ドロップダウンボックスのディスクまたはパーティションのリストには、以下のものを除いて、使

用できるすべてのディスクが表示されます。

l すでにマウント済みのもの

l スワップディスクまたはスワップパーティション

l LifeKeeperが保護するディスクまたはパーティション

ドロップダウンリストには、root (/)、boot (/boot)、 /proc, floppy、cdromなどの特殊なディスク

またはパーティションも表示されません。

注記 : ターゲットのディスクまたはパーティションは、ソースのディスクまたはパーティション以上

のサイズである必要があります。

DataKeeper
Resource
Tag

DataKeeperリソースタグの名前を選択するか、入力してください。

Bitmap File
インテントログの記録に使用するビットマップファイルの名前を選択するか入力してくださ

い。 [None]を選択すると、インテントログは使用されず、すべての再同期が部分的ではな

く全体の再同期になります。

Replication
Path

ターゲットサーバとクラスタ内の他の指定サーバとの間で複製に使用する、ローカルとリモー

トの IPアドレスのペアを選択してください。有効なパスおよび対応する IPアドレスは、この

サーバのペアに対して指定した LifeKeeperコミュニケーションパスのセットから得られます。

DataKeeperの特性により、プライベート (専用 )ネットワークを使用することが強く推奨され

ます。

DataKeeperリソースをすでに 1台以上のターゲットサーバに拡張している場合、追加の

サーバに対する拡張を実行すると、新しいターゲットサーバと既存のサーバとの組み合わせ

のそれぞれについて、繰り返し複製パスを指定するように要求されます。
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リソース階層の拡張解除

フィールド ヒント

Replication
Type

指定したサーバのペアについて使用する複製タイプとして、 [synchronous]または

[asynchronous]を選択してください。

前述の [Replication Path] フィールドと同様に、DataKeeperリソースをすでに 1台以上の

ターゲットサーバに拡張している場合、追加のサーバに対する拡張を実行すると、新しい

ターゲットサーバと既存のサーバとの組み合わせのそれぞれについて、繰り返し複製タイプ

を指定するように要求されます。

2. [Extend]をクリックして次に進んでください。拡張が実行中であることを確認する情報ボックスが表示され

ます。

3. [Finish]をクリックして、DataKeeperリソースインスタンスが正常に拡張されたことを確認してください。

4. [Done]をクリックして、[Extend Resources Hierarchy]メニューを終了してください。

注記 : 必ずすべてのサーバでスイッチオーバを手動実行して、新しいインスタンスの機能をテストしてくだ

さい。詳細については、リソース階層のテストを参照してください。この時点で、SIOS DataKeeperがソー

スからターゲットのディスクまたはパーティションにデータの再同期を開始しています。LifeKeeperのGUIで
は、ターゲットサーバにあるDataKeeperリソースのステータスは「Resyncing」になります。再同期が完了

すると、ステータスは「Target」になります。これは通常のスタンバイ状態です。

再同期中、DataKeeperリソース、およびそれに依存するリソースはフェイルオーバできません。これは、

データの破損を防止するためです。

リソース階層の拡張解除

LifeKeeperクラスタ内にある 1台のサーバからリソース階層を削除するには、次の手順を実行します。

1. [Edit]メニューの [Resource]から [Unextend Resource Hierarchy]を選択してください。

2. DataKeeperリソースを拡張解除するターゲットサーバを選択してください。DataKeeperリソースが現在 In
Service (アクティブ)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]をクリックしてください。

3. 拡張解除する DataKeeper 階層を選択し、[Next]をクリックしてください(このダイアログは、いずれかの

ペインでリソースインスタンスを右クリックして、[Unextend]を選択した場合には表示されません)。

4. 選択したターゲットサーバとDataKeeperリソース階層の拡張解除を確認する情報ボックスが表示されま

す。[Unextend]をクリックしてください。

5. DataKeeperリソースが正常に拡張解除されたことを確認する別の情報ボックスが表示されます。[Done]
をクリックして、[Unextend Resource Hierarchy]メニューを終了してください。

注記 : これで、データがバックアップサーバにレプリケーションされなくなります。
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リソース階層の削除

リソース階層の削除

LifeKeeper構成内のすべてのサーバからDataKeeperリソースを削除するには、次の手順を実行してください。

注記 : DataKeeperリソースは、削除する前にOut of Serviceにすることが推奨されます。 Out of Serviceにしな

い場合、md とNetRAID のデバイスが削除されず、ファイルシステムを手動でアンマウントする必要があります。

DataKeeperリソースをOut of Serviceにするを参照してください。

1. [Edit]メニューの [Resource]から [Delete Resource Hierarchy]を選択してください。

2. 削除するDataKeeperリソース階層が存在するターゲットサーバの名前を選択してください。

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。

3. [Hierarchy to Delete]を選択してください(左右のペイン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、このダイアログは表示されません) [Next]をクリックしてください。

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

[Delete]をクリックしてください。

5. DataKeeper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

リックして終了してください。

注記 : リソースを削除する前にマウントされた状態のNetRAIDデバイスは、マウントされたまま残ります。それ以

外のNetRAIDデバイスは削除されます。

DataKeeper リソースを Out of Service にする

DataKeeperリソースをOut of Serviceにすると、LifeKeeperによるリソースの保護が解除されます。ミラーが解除

され、ファイルシステムがアンマウントされます(該当する場合 )。md デバイスが停止し、nbdサーバとクライアント

が強制終了されます。

警告 :データのミラーリングを停止して LifeKeeperの保護を解除する場合以外は、DataKeeperリソースをOut
of Serviceにしないでください。一時停止の操作を使用して、ミラーリングを一時停止してください。

1. LifeKeeperのGUIの右側ペインにある、 In ServiceのDataKeeper リソースを右クリックしてください。

2. リソースのポップアップメニューの [Out of Service]をクリックしてください。

3. 選択したリソースがOut of Serviceになることを示すダイアログボックスが表示されます。この操作に関連

するリソースの依存関係がダイアログに表示されます。[Next]をクリックしてください。

4. 情報ボックスに、 Out of Serviceにするリソースの結果が表示されます。[Done]をクリックしてください。

DataKeeper リソースを In Service にする

DataKeeperリソースを In Serviceにする操作は、リソースの作成と似ています。LifeKeeperは nbdサーバとクラ

イアントを起動し、ソースとターゲットのデバイス間でデータを同期するmdデバイスを起動して、ファイルシステム

をマウントします(該当する場合 )。
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リソース階層のテスト

1. 右側のペインにあるDataKeeper リソースインスタンスを右クリックしてください。

2. ポップアップメニューの [In Service]をクリックしてください。選択したサーバとリソースを In Serviceにすること

を確認するダイアログボックスが表示されます。[In Service]をクリックしてリソースを In Serviceにしてくださ

い。

3. 情報ボックスに、 In Serviceにするリソースの結果が表示されます。この操作に関連するリソースの依存

関係が確認ダイアログに表示されます。[Done]をクリックしてください。

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、DataKeeperリソース階層をテストできます。このテストは、プライマリ

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

LifeKeeperのGUIからの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には、LifeKeeperのGUIで [Edit] > [Resource] > [In Service]を選択します。

例えば、バックアップサーバで In Serviceリクエストが実行されると、DataKeeperリソース階層がバックアップサーバ

側で In Serviceになり、プライマリサーバ側ではOut of Serviceになります。この時点で、元のバックアップサーバ

がプライマリサーバに、元のプライマリサーバがバックアップサーバになります。

スイッチオーバ後、LifeKeeperのGUIでは、ターゲットサーバにあるDataKeeperリソースのステータスが

「Resyncing」(再同期中 )になります。再同期が完了すると、ステータスは「Target」になります。これは通常の

スタンバイ状態です。

注記 :再同期中は、DataKeeperリソースの手動フェイルオーバはできません。

[Out of Service]要求を実行した場合、リソース階層は他のサーバで In Serviceにならずに、Out of Serviceに
なります。リソースを同じサーバ上で In Serviceに戻すことができるのは、再同期中にリソースがOut of Service
になった場合のみです。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 323



管理

SIOS DataKeeper for Linuxの管理

以下のトピックには、リソースを作成した後のSIOS DataKeeper for Linuxの動作と問題を理解し、管理するの

に役立つ情報があります。

ミラーのステータスの表示

[Replication Status]ダイアログには、ミラーに関する以下の情報が表示されます。

l Mirror status:Fully Operational(フルに動作可能 )、Paused(一時停止 )、Resyncing(再同期中 )、ま

たはOut Of Sync(同期停止 )

l Synchronization status:同期が完了した割合

l Replication type: synchronous(同期 )または asynchronous(非同期 )

l Replication direction: ソースサーバからターゲットサーバに

l Bitmap:ビットマップ / インテントログの状態

l Network Compression Level:圧縮レベル(有効の場合 )

[Replication Status]ダイアログを表示するには、次の手順に従います。

1. [View]メニューをクリックし、[Properties Panel]を選択します。

2. [LifeKeeper status]表示にあるDataKeeper リソースをクリックします。

または

1. [LifeKeeper status]表示にあるDataKeeper リソースを右クリックします。

2. ポップアップメニューから [Properties] を選択します。
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GUIからのミラーの管理

GUI からのミラーの管理

SIOS DataKeeperのミラーは、LifeKeeperのGUIから以下の2とおりの方法で実行できます。

1. [Properties Panel] を有効にし、ツールバーのアイコン(スクリーンショットを参照 )をクリックします。
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ミラーを強制的にオンラインにする

説明を表示するには、それぞれのアイコンをクリックしてください。

または

2. data replication リソースを右クリックし、ポップアップメニューから動作を選択します。

ミラーを強制的にオンラインにする

[Force Mirror Online]は、両方のサーバが動作不能になり、かつプライマリサーバの再起動後にリソースを In
Serviceにできない場合にのみ使用してください。[Force Mirror Online]を選択すると、data_corrupt フラグが

削除され、DataKeeperリソースが In Serviceになります。詳細については、トラブルシューティングセクションの「プ

ライマリサーバがリソースを ISPにできない」を参照してください。
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一時停止と再開

注記 : mirror_settingsはターゲットシステム(ミラーのソースになるシステムには無関係に設定を有効にす

る場合はすべてのシステム)で実行する必要があります。設定の変更内容を有効にするには、ミラーを一時停

止してから再起動する必要があります。

一時停止と再開

ミラーの一時停止

ミラーの再開

ミラーを一時停止して、すべての書き込みをターゲットディスクに複製する動作を一時的に停止できます。例え

ば、ミラーを一時停止して、ターゲットディスクのスナップショットを収集することも、トラフィックのピーク時にソースシ

ステムの I/Oパフォーマンスを向上させることもできます。

ミラーを一時停止すると、ミラーは、ターゲットシステムの通常のファイルシステムのマウントポイントに読み取りアク

セスするように(カーネル2.6.19以降は読み取り /書き込みアクセス)マウントされます。ミラーの一時停止中に

ターゲットに書き込まれたデータはすべて、ミラーの再開時に上書きされます。

圧縮レベルの設定

ネットワークの圧縮レベルは、0～ 9の値に設定できます。値 0は、圧縮を無効にします。レベル1は最も高速

で圧縮率が最も低いレベルです。一方、レベル9は最も低速ですが圧縮率が最高です。ネットワーク圧縮は

通常、WAN環境で利用することによって効果を発揮します。

コマンドラインからのミラー管理

ミラーの管理は、LifeKeeperのGUIからの操作だけでなく、コマンドラインからも実行できます。DataKeeperのリ

ソースの管理に使用できるコマンドがいくつかあります( $LKROOT/binディレクトリを参照 )。

ミラーの操作

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

<tag> DataKeeperリソースを表すLifeKeeperリソースタグ
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例 :

<action>以下のいずれか: pause、resume、force、 fullresync

[source](オプション)現在のソースシステム (ソースが指定されない場合、コマンドが実行された

カレントシステムを使用 )

[target] (オプション)操作対象のターゲットシステム (またはシステムのリスト。ターゲットが指定

されない場合、該当するすべてのターゲットを使用 )

注記 : force操作を使用する場合、ソースノードを指定するために

source引数が必要ですが、target(s)引数は必要ありません。

pause、resume、fullresyncのいずれかの操作を使用するとき

に target(s)引数を指定する場合は、source引数も必要で

す。

例 :

datarep-ext3という名前のミラーを一時停止する。

mirror_action datarep-ext3 pause

adamからeveとsophoclesの両方のシステムへの複製を再開する。

mirror_action datarep-ext3 resume adam eve sophocles

システムeveへのオンラインミラーリングを強制実行する。

mirror_action datarep-ext3 force eve

adamからsophoclesへの複製を再開し、これらのシステム間で全体の再同期を強制実行する。

mirror_action datarep-ext3 fullresync adam sophocles

ミラーのサイズ変更

mirror_resizeコマンドはオフラインのミラーのサイズ変更を実行し、DataKeeperミラーのサイ

ズを変更します。リソースを削除して再作成する必要はありません。ソースシステム上で実行し、

ミラーはOut of Serviceでなければなりません。ミラーのサイズを変更する前に、ベースとなるディス

クのサイズを変更する必要があります。ベースとなるディスクのサイズが自動的に検出され、新しい

ミラーのサイズとして使用されます。

mirror_resize [-f] -s <size> <tag>

<tag> ミラーリソースのタグ。

-fユーザに確認せずにサイズ変更を強制実行 (推奨しません)。

-s <size>代替ミラーサイズ (KB単位 )を指定。このパラメータは必須です。
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ミラーのサイズ変更の推奨手順 :

ミラーのサイズ変更の推奨手順 :
1. ミラーおよびすべての従属リソースをOut of Serviceにします。

2. ベースとなるミラーディスクでディスクサイズを変更します (例 :論理ボリュームの拡張、LUN
の拡張 )。ソースとターゲットの両方でこれを実行します(ターゲットのサイズはソースのサイズ

以上でなければならないことに注意してください)。

3. ソースシステムで mirror_resizeを実行します。これによってミラーの内部メタデータと

ビットマップが更新され、新しく拡張したディスクサイズが反映されます。

例： mirror_resize –s <size in KB> <tag>

4. ミラー (datarep)リソースのみを In Serviceにします。新しく拡張したディスク、またはパー

ティションの再同期が実行されます。

5. ミラーデバイス上でファイルシステムのサイズ変更を実行します (例 : resize2fs /dev/mdX。X
はサイズを変更するミラーのmdデバイス番号で、 /dev/md0のようになります)。注記 : ファイ
ルシステムのサイズを変更する前に、fsckが必要になる場合があります。

6. ファイルシステムとアプリケーションリソースをオンラインにします。

注記 : mirror_resizeはマルチターゲット /マルチサイト構成ではサポートされませ

ん。

ビットマップの管理

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

-a <num>ビットマップファイルに非同期書き込みのパラメータを追加します。同期ミラーのアップグ

レードにより非同期ターゲットを含むようになった場合、これは必須です。<num>のデフォルト

値は 256です。この制限に最適な値を計算するには、SIOS DataKeeper for Linuxによる

ミラーリングの非同期ミラーリング情報を参照してください。

-cビットマップファイルをクリーニングします (すべてのビットを 0に設定 )。ソースディスクの余分な複

製がターゲットに存在する場合、これを使用することで全体の再同期を回避できます。、この

オプションは、特に注意して使用してください。

-dビットマップファイルをダーティに設定します (すべてのビットを 1に設定 )。例えばスプリットブレイン

の状況が発生した後などに、このオプションを使用して全体の再同期を強制実行できま

す。

-mビットマップを読み取り、マージストリームを作成します。

-X <bitmap file>ビットマップファイルを調べて、ビットマップとミラーに関する有用な情報を表

示します。

-x <size_kb> size_kb. のディスクが有効になるようにビットマップファイルを拡張します。

(注記 : このオプションはミラーのサイズ変更のために内部的にのみ使用されます。)
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ビットマップの管理

さらに、mdadmコマンドを使用して、DataKeeperのリソースを管理できます。これは、DataKeeperのリソースが

実際にはmdデバイスに存在するからです。詳細については、mdadm(8)のマニュアルページを参照してくださ

い。注記 : mdadmを使用するときには、オペレーティングシステムに含まれているバージョンよりも新しい、

$LKROOT/bin内のバージョンを必ず使用してください。
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コマンドラインからのミラーステータスの監視

コマンドラインからのミラーステータスの監視

通常、ミラーステータスは、LifeKeeperのGUIから、[Resource Properties]ダイアログの [Replication Status]
を使用して確認できます。ただし、以下の操作でもミラーのステータスを監視できます。

$LKROOT/bin/mirror_status <tag>

例 :
# mirror_status datarep-ext3-sdr

[-] eve -> adam

 Status: Paused

 Type: Asynchronous

[-] eve -> sophocles

 Status: Resynchronizing

[=> ] 11%

 Resync Speed: 1573K/sec

 Type: Synchronous

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

以下のコマンドも役に立つことがあります。

cat /proc/mdstat

サンプルのmdstat ファイルを示します。

eve:~ # cat /proc/mdstat

Personalities : [raid1]

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

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

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

unused devices: <none/></tag>
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サーバの障害

サーバの障害

プライマリサーバとバックアップサーバの両方が動作不能になった場合、DataKeeperリソースは、両方のサーバが

再び動作可能になった場合にのみ In Service /アクティブになります。これは、間違った方向への再同期に起

因するデータの破損を防ぐためです。動作可能なサーバが、リソースが「 In Service Protected」(ISP)である最

後のサーバであることが確実に分かっている場合は、DataKeeperリソースを右クリックし、[Force Mirror Online]
を選択してそのリソースを強制的にオンラインにすることができます。

再同期

DataKeeperリソースの再同期中、ターゲットサーバにあるこのリソースインスタンスのステータスは「Resyncing」
(再同期中 )になります。ただし、リソースインスタンスは、プライマリサーバの「ソース」( ISP)です。LifeKeeperの
GUIは、ターゲットサーバにあるDataKeeperのリソースのステータスを以下のアイコンで表示します。

プライマリサーバにあるDataKeeperのリソースは、以下のアイコンで表示されます。

再同期が完了するとすぐに、ターゲットのリソースの状態が「ターゲット」になり、アイコンが以下のように変化しま

す。

再同期プロセスについて、以下の点に注意してください。

l SIOS DataKeeperのリソースとその親リソースは、プライマリでの障害発生時に再同期プロセス中のター

ゲットにはフェイルオーバできません。

l ターゲットサーバの同期中にDataKeeperリソースがout of service /非アクティブになった場合、そのリソー

スは、同じシステム、またはすでに同期済みの別のターゲット (複数のターゲットが存在する場合 )でのみ

In Service /アクティブにすることができ、再同期が続行されます。

l 再同期プロセス中にプライマリサーバが動作不能になった場合、同期プロセス中のターゲットサーバはす

べて、DataKeeperリソースを In Serviceにすることができません。プライマリサーバが再び動作可能になっ

た後に、ミラーの再同期が続行されます。
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全同期の回避

大量のデータをWAN リンク経由で複製する場合、膨大なネットワーク帯域幅と時間を消費する可能性がある

全同期は避けることが望ましいです。新しいカーネルと共に使用する場合、SIOS DataKeeperはビットマップテク

ノロジを使用して全同期をほぼ防ぐことができます。ただし、既存のデータを複製する場合、ミラーの初期設定

時に発生する最初の全同期を回避することはできません(新規データの場合には SIOS DataKeeperは全同

期を実行しないので以降の手順は不要です)。

既存のデータを複製するときに、全同期を回避する方法がいくつかあります。ここでは推奨する2とおりの方法を

説明します。

方法 1
1番目の方法では、RAWディスクイメージを取得してターゲットサイトに輸送します。データがターゲットシステム

に到着するまで、ソースシステムのミラーをアクティブにしておくことができるので、この方法ではダウンタイムが最小

になります。

手順

1. ミラーを作成してください( [Replicate Existing Filesystem]を選択 )。ただし、ターゲットシステムにミラーを

拡張しないでください。

2. ミラーを out of serviceにしてください。

3. ソースディスクまたはパーティションのイメージを取得してください。この例では、選択したディスクまたはパー

ティションは /dev/sda1です

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

(ブロックサイズの引数65536は単に効率的にするためです)。

ディスクまたはパーティションのRAWディスクイメージを持つファイルが作成されます。

ファイルの代わりに、ハードドライブやその他の記憶デバイスも

使用できます。

4. オプション手順 -ソースディスクまたはパーティションのチェックサムを取得してください。

root@source# md5sum /dev/sda1

5. オプション手順 -ディスクイメージファイルを圧縮してください。

root@source# gzip /tmp/sdr_disk.img

6. ビットマップファイルをクリアしてください。(以下の例の"_dr"の部分はタグ名により異なります。)

root@source# /opt/LifeKeeper/bin/bitmap -c /opt/LifeKeeper/bitmap__
dr
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方法 2

7. ミラーと依存ファイルシステム、およびアプリケーション(存在する場合 )のサービスを開始してください。ビッ

トマップファイルにより、データがターゲットシステムに転送される間に発生した変更内容が追跡されます。

8. 好みの転送方法を使用して、ターゲットシステムにディスクイメージを転送してください。

9. オプション手順 -ターゲットシステムでディスクイメージファイルを圧縮解除してください。

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

10. オプション手順 –イメージファイルのチェックサムが、手順 4で取得した元のチェックサムと一致することを確

認してください。

root@target# md5sum /tmp/sdr_disk.img

11. イメージをターゲットシステム(例 : /dev/sda2)に転送してください。

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

12. 両方のシステムで、 /etc/default/LifeKeeperに LKDR_NO_FULL_SYNC=1を設定してください。

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

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

13. ミラーをターゲットに拡張してください。部分的な再同期が実行されます。

方法 2
ターゲットシステムを簡単に輸送できる場合、またはシステムの設定時にターゲットシステムがソースと同じ場所

にある場合に、この方法を使用できます。この方法では、最初の全同期を高速なローカルネットワークで実行

できるように、最終的な WAN ミラーを作成するネットワークルートを LAN ミラーに一時的に変更します。以下の

例では、ソースサイトはサブネット 10.10.10.0/24にあり、ターゲットサイトがサブネット10.10.20.0/24にあると仮定

しています。ソースとターゲットのシステムの間に一時的に静的ルートを設定することにより、ローカルのイーサネッ

ト接続またはループバックケーブルを使用して「WAN」トラフィックをあるサーバから別のサーバに直接送信できま

す。

手順

1. ソースサイトでシステムをインストールし、設定してください。

2. 静的ルートを追加してください。

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

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

この時点で、両方のシステムがLAN上で相互に通信できる必要があります。

3. LifeKeeperでコミュニケーションパスを設定してください。

4. ミラーを作成し、ターゲットに拡張してください。全同期が実行されます。
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手順

5. ミラーをPauseにしてください。ミラーが再開されるまで、変更内容はビットマップファイルで追跡されます。

6. 静的ルートを削除してください。

root@source# route del -net 10.10.20.0/24

root@target# route del -net 10.10.10.0/24

7. ターゲットシステムをシャットダウンし、恒久的に配置する場所に輸送してください。

8. ターゲットシステムを起動し、ソースとのネットワーク接続を確立してください。

9. ResumeReplicationを実行してください。部分的な再同期が実行されます。
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DataKeeperで LVMを使用する

DataKeeperで LVM を使用する

SPS for Linuxは現在 LVM上でのDataKeeperの使用とDataKeeper上でのLVMの使用の両方をサポートし

ています。標準的な DataKeeperの設定では LVM上でのDataKeeperの使用がサポートされているので、SPS
LVMRecovery Kitをインストールしないでください。必要なリカバリキットは、DataKeeperだけです。ただし、

DataKeeper設定上で LVMを使用する場合は、LVM Recovery Kitが必要になります。

SIOSでは LVM上でのDataKeeper使用を推奨していますが、DataKeeper設定上で LVMが使用される場

合は、2段階の階層作成プロセスが必要になります。DataKeeperデバイス (階層 )では、プライマリサーバ上で

LVMボリュームグループと論理ボリュームを作成する前に、DataKeeperの「Data Replication Resource」オプショ

ンを使用した設定を行う必要があります。必要なボリュームグループと論理ボリュームが作成できたら、残りの階

層を保護されるアプリケーションに関連したリカバリキットの設定手順に従って作成します。完成した階層は以

下に示す図 3のようになります。注記 :データの整合性を保つため、DataKeeper上に LVMを構成する場合に

は、DataKeeperミラー1つだけ、または複数の同期ミラー、いずれかの構成でなければなりません。

図 3: DataKeeper 上の LVM を含む階層
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Fusion-ioを使用するクラスタ化

Fusion-io を使用するクラスタ化

DataKeeperのパフォーマンスを最大に発揮させるためのFusion-ioのベストプ
ラクティス

SPS for Linuxはブロックレベルのデータレプリケーション機能を備えており、共有ストレージを使用しないHAクラ

スタを非常に簡単に設定できます。Fusion-ioを使用すると、SPS for Linuxではフェイルオーバ保護用として

「shared nothing」クラスタを構成できます。

クラスタ設定の一部としてデータレプリケーションを活用する場合、ディスクへの書き込みと同等な速度でデータ

がネットワーク上で複製可能なだけの十分な帯域幅があることが重要です。以下のベストプラクティスを使用す

ると、高速ストレージを使用する場合に「shared nothing」 SPSクラスタ設定を最大に活用できます。

ネットワーク

l 10 GbpsのNIC を使用する。Fusion-ioのフラッシュベースのストレージデバイス (またはOCZ、LSI、など

の同様な製品 )は、750MB/秒を超えるデータ速度でデータを書き込むことができます。1GbpsのNIC
は理論的な最大値である約 125MB/秒のみを送出できるので、 ioDriveの性能を活用すると、1Gbps
のネットワーク接続での複製よりもはるかに高速で簡単にデータを書き込むことができます。リアルタイムの

データレプリケーションを実行するのに十分な帯域幅をサーバ間に確保するには、レプリケーショントラ

フィックの転送に必ず10GbpsのNICを使用してください。

l ジャンボフレームを有効にする。使用しているネットワークカードとスイッチでサポートされている場合、ジャ

ンボフレームを有効にするとネットワークのスループットが増加するだけでなく、CPUサイクルが減少しま

す。ジャンボフレームを有効にするには、以下の設定を実行してください (RedHat/CentOS/OEL Linux
ディストリビューションの例 )。

l 次のコマンドを実行してください。
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TCP/IPの調整

ifconfig <interface_name> mtu 9000

l 再起動後も変更内容を保持するには、以下のファイルに「MTU=9000」を追加してください。

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface_name>

l エンドツーエンドのフレーム動作を検証するには、次のコマンドを実行してください。

ping -s 8900 -M do <IP-of-other-server>

l NIC の転送キュー長を変更する。

l 次のコマンドを実行してください。

/sbin/ifconfig <interface_name> txqueuelen 10000

l 再起動後も変更内容を保持するには、/etc/rc.localに追加してください。

l NIC の netdev_max_backlog を変更する。

l 次の設定を /etc/sysctl.confに追加してください。

net.core.netdev_max_backlog = 100000

TCP/IP の調整

l レプリケーションのパフォーマンスを向上することが確認された TCP/IP の調整を以下に示します。

l /etc/sysctl.confを編集して、以下のパラメータを追加してください (注記 : これらは例であ

り、使用している環境で異なる場合がある)。

net.core.rmem_default = 16777216

net.core.wmem_default = 16777216

net.core.rmem_max = 16777216

net.core.wmem_max = 16777216

net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216

net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216

net.ipv4.tcp_timestamps = 0

net.ipv4.tcp_sack = 0

net.core.optmem_max = 16777216

net.ipv4.tcp_congestion_control=htcp

設定上の推奨項目

l Fusion-ioドライブ上に、ビットマップファイルを入れる小型の (約 100MB)のディスクパーティションを割り当

ててください。このパーティションにファイルシステムを作成し、マウントしてください (例 : /bitmap)。
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DataKeeper for Linuxが保護している領域に対する、スナップショット機能の利用ついての注意事項

# mount | grep /bitmap

/dev/fioa1 on /bitmap type ext3 (rw)

l ミラーを作成する前に、/etc/default/LifeKeeper内の以下のパラメータを調整してください。

l LKDR_CHUNK_SIZE=4096

l デフォルト値は 256です。

l 通常と同様に、ミラーを作成してクラスタを設定してください。

l ビットマップファイルは、上で作成したパーティションに作成するように設定してください。

l 再同期を高速化するための設定をおこないます。DataKeeperリソースの右メニューから、Set Resync
Speed Limitsを選択して、ウイザードに以下の値を設定してください。

l Minimum Resync Speed Limit: 200000

l 同時に他の I/Oが実行されているときに許可する再同期の速度を指定します。再同期の実行時に通

常の I/O動作が妨げられないようにするには、経験則として、この値をドライブの最大書き込みスルー

プットの半分以下に設定する必要があります。

l Maximum Resync Speed Limit: 1500000

l 再同期に使用する最大帯域幅を指定します。可能な最大速度で再同期が実行されるように、この

値を十分高い値に設定する必要があります。

DataKeeper for Linux が保護している領域に対する、スナップショッ
ト機能の利用ついての注意事項

DataKeeperで保護している領域に対して、ディスク領域のスナップショット機能を適用した場合、リストアした

データを正とした完全同期が必要になります。

本稿で言及するスナップショット機能は、以下のようなものを含みます。

1. AWSなどのクラウド環境が提供しているもの

2. vSphereなどの仮想化ソフトウエアが提供しているもの

3. 物理環境において、ストレージが提供しているもの

これらのスナップショットのリストアは、OSを経由せずに行われます。その場合、DataKeeperはその書き込みをター

ゲット側に反映することができません。またbitmapにも書き込まれないため、差分同期で整合性を保つことも出

来ません。

スナップショットを利用する場合の手順は以下のようになります。

1. Pausemirrorでミラーを静止状態とします

2. snapshotのリストアを行います
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DataKeeper for Linuxが保護している領域に対する、スナップショット機能の利用ついての注意事項

3. リストアした正のデータが格納されたディスクをソースとして、ミラーの完全同期を行います

ミラーの完全同期を実施するまでは、ソースとターゲットのデータは整合性のない状態となります。そのためスナッ

プショットの適用後は完全同期の実行が必須となります。これはミラーのサイズによっては非常に長い時間を要

する上に、完了するまではリソースを切り替えることができません。実施の際にはご注意ください。

なお、ソース、ターゲットの両方に同じスナップショットを戻し完全同期を回避するといった手法は、データの整合

性が担保されないためサポートされません。
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Multi-Site Cluster

SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Cluster
SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Clusterは別のライセンス製品であり、2台以上のサーバ間で

LifeKeeperの共有ストレージ構成を使用し、さらにSIOS DataKeeper for Linuxを使用して共有ディスクを 1台
以上のターゲットサーバに複製する機能を持ちます。

SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Cluster
SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Cluster は、LifeKeeperを使用して 2台以上のサーバ間で共

有ストレージを構成し、その共有ディスクをSIOS DataKeeperを使用して、1台以上のサーバへミラーリングを

構成する付加機能のための個別ライセンス製品です。

SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Clusterは、異なるサブネットに存在する複数のネットワークセグメント

にわたって IPアドレスのフェイルオーバを提供するように構成されたワイドエリアネットワークに組み込むことができ

ます。この構成には、仮想ネットワーク(仮想 LAN( VLAN) )と仮想プライベートネットワーク( VPN)が含まれま

す。

以下の画像は、SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Cluster製品を構成した後のSIOS LifeKeeperの
GUIです。階層の釣り合いが取れていないように見えますが、階層は適切に構成されており、正しく機能しま
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Multi-Site Clusterを設定する際の考慮事項

す。すでにSIOS DataKeeperを使用していて SIOS LifeKeeperのグラフィカルユーザインターフェースに慣れてい

る場合、LifeKeeperのGUIでのSIOS Protection Suite Multi-Site Clusterリソース階層の表示は、旧リリースの

SIOS DataKeeperとは異なります。

Multi-Site Cluster を設定する際の考慮事項

ローカルサイトのビットマップの保存先

ローカルサイトのノード間にはミラーリング対象の共有ディスクの他に、ビットマップファイル保存専用の共有ファイ

ルシステムリソースが必要です。

マルチサイトクラスタ構成では、ローカルノード間で共有されるビットマップ専用のファイルシステムをビットマップファ

イルの保存用に割り当てる必要があります。そのビットマップファイルは、保護されているレプリケーションされたファ

イルシステムの変更履歴に使用されます。これによって、ローカルノード間のシームレスなスイッチオーバとフェイル

オーバが可能になります。レプリケーションされたファイルシステムへのすべての変更は、ローカルノード間の共有
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マルチサイトクラスタ設定で避けるべきリソース構成

ファイルシステム上のビットマップファイルに履歴が残ります。LUN設定の際に考慮すべき補足事項は以下の通

りです。

l ファイルシステムは、ローカルノード間でのみ、ビットマップ保存専用である必要があります。

l 設定において、追加のレプリケーションファイルシステムごとにビットマップ保存のための1 LUNを追加してく

ださい。他のデータレプリケーションリソースとLUNの共有はできません。

l ファイルシステムは、レプリケーションされたファイルシステムのビットマップに対応できる十分なサイズである

必要があります。 ビットマップファイルを保存する為に必要なサイズは、レプリケーションされたファイルシス

テムのサイズに基づいて計算されます。初期設定を使用する際、レプリケーションされたファイルシステム

において64KBのスペースごとに1ビットがビットマップで割り当てられます。例えば、64MBのレプリケーション

されたファイルシステムサイズは、1000ビットのビットマップファイルを必要とします。

マルチサイトクラスタ設定で避けるべきリソース構成

システムの構成を始める前に、Linuxのマルチサイトクラスタ階層の環境では避けるべき階層構成を理解してお

くことが重要です。

以下に、Linux Multi-Site Cluster環境で避ける必要のある階層構成の例を 3つ示します。これらすべての例

で、Linux Multi-Site Cluster階層は、下にあるデバイスを別の階層と共有しています。いずれかの階層で障害

またはスイッチオーバが起こると、関連する階層が影響を受けます。これにより、アプリケーションの障害やミラーの

破損など、予期しない結果が起こる可能性があります。この場合、後で全同期プロセスを実行する必要があ

ります。さらに、ミラーソースからDRサイトに切り替えて DRサイトからプライマリサイトへのミラーバックを許可する

と、事態が複雑になることがあります。これは、ミラーターゲットシステムが下位レベルのディスクリソースを In
Serviceにしているからです。すべての共有リソースも、ミラーターゲットと同じノードで動作可能 ( ISP)にする必

要があります。

例 : 説明

1 Multi-Site Cluster階層のミラーディスクリソースを、複数回、同じ階層または別の階層で使用する。

2
ミラービットマップ用に、同じ Multi-Site Clusterのファイルシステムまたはディスクリソースを、複数のMulti-
Site Cluster階層で使用する(各ミラーのビットマップファイルは、一意のLUNに存在する必要があり、

共有できない)。

3 ビットマップファイルシステム、デバイス、またはディスクリソースを、別の階層 (マルチサイトまたは非マルチ

サイト )で使用する。

Multi-Site Clusterの設定上の注意点

その他のマルチサイトクラスタを設定する際の注意点は次の通りです。

l Linux Multi-Site Clusterを使用する場合、SIOS Logical VolumeManager (LVM) Recovery Kitをディザ

スタリカバリノードにインストールしないでください。
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SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Cluster リソース階層
の作成

プライマリサーバで以下の操作を行ってください。

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

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

2. ドロップダウンリストから [Data Replication]オプションを選択し、[Next]をクリックして続行してください。

3. 以下の情報を入力するように要求されます。ダイアログボックスで [Back]ボタンが有効な場合は、前の

ダイアログボックスに戻ることができます。これは、エラーが発生して、前に入力した情報を修正する必要

がある場合に便利な機能です。いつでも [Cancel]をクリックして、作成処理全体を取り消すことができ

ます。

フィールド ヒント

Switchback
Type

[intelligent switchback]を指定する必要があります。これは、バックアップサーバ

にフェイルオーバした後、管理者が手動でMulti-Site Clusterリソースをプライマ

リサーバにスイッチバックする必要があることを意味します。

注意 : このリリースのSIOS DataKeeperは、DataKeeperリソースの自動スイッ

チバックをサポートしていません。さらに、自動スイッチバックの制限は、Multi-
Site Cluster階層を構成する LifeKeeperリソースにも適用されます。この制限

の対象として、階層の上に存在するもの、または階層内の子が含まれます。

Server
NetRAIDデバイスを作成するサーバ(通常はプライマリサーバ)の名前を選択

してください。ドロップダウンリストボックスには、クラスタ内のすべてのサーバが表

示されます。

Hierarchy
Type

以下のいずれかを選択して、作成するデータ複製のタイプを選択してくださ

い。

l Replicate New File System

l Replicate Existing File System

l DataKeeper Resource

以降の一連のダイアログボックスは、[Hierarchy Type]で選択した項目によって異なります。一部のダイアログ

ボックスはすべての階層タイプで同じですが、表示される順序と必要な情報が少し異なることがあります。以下

の3つのトピックで、階層作成の残りのプロセスについて説明しています。

l Replicate New File System

l Replicate Existing File System

l DataKeeper Resource
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Replicate New File System
このオプションは、NetRAIDデバイスを作成し、LifeKeeperがサポートするファイルシステムタイプでフォーマットしま

す。ファイルシステムをNetRAIDデバイスにマウントし、マウントしたファイルシステムとNetRAIDデバイスの両方

を LifeKeeperで保護します。NetRAIDデバイスとローカルのディスクまたはパーティションがフォーマットされ、既存

のデータが削除されます。新しいファイルシステムにミラーを作成し、LifeKeeperで保護する場合にこのオプション

を選択してください。このリソースタイプには、1つの空いているディスクまたはパーティションが必要です。

注意 :このオプションを選択すると、ローカルのディスクまたはパーティションがフォーマットされ、既存のデータがすべ

て削除されます。

1. 要求されたら、以下の情報を入力してください。

フィールド ヒント

Source Disk
or Partition

ドロップダウンリストには、以下のものを除いて、使用できるすべてのディスクが表示さ

れます。

l 現在マウントされているもの

l スワップディスクまたはスワップパーティション

l LifeKeeperが保護するディスクまたはパーティション

ドロップダウンリストには、root (/)、boot (/boot)、 /proc、 floppy、cdromなどの特殊な

ディスクまたはパーティションも表示されません。
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2. 非共有のソースのディスクまたはパーティションを選択した場合、以下の画面が表示されます。

3. 共有のソースのディスクまたはパーティションを選択するには、[Back]を選択してください。残りの情報を

指定して、SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Clusterリソースの構成を完了してください。

フィールド ヒント

New Mount
Point

新しいファイルシステムの新しいマウントポイントを入力してください。これは、複製し

たディスクまたはパーティションが配置されるマウントポイントです。

New File
System Type

ファイルシステムタイプを選択します。LifeKeeperがサポートするファイルシステムタイプ

のみを選択できます。

DataKeeper
Resource Tag

DataKeeperリソースインスタンスの一意のDataKeeperリソースタグ名を選択する

か、入力してください。

File System
Resource Tag

ファイルシステムリソースインスタンスのファイルシステムリソースタグを選択するか、入

力してください。
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フィールド ヒント

Bitmap File

プルダウンリストからビットマップファイルの項目を選択してください。

表示されたリストには、ビットマップファイルの保持に使用できる共有ファイルシステム

があります。$LKROOT/binディレクトリを参照 )。ビットマップファイルは、階層内の

ローカルノード間で切り替え可能な共有デバイスに配置する必要があります。

重要 :ビットマップファイルは btrfs ファイルシステム上に置いてはいけません。データレ

プリケーションのビットマップファイルがbtrfs ファイルシステム上に置かれると、

LifeKeeperがミラーを構成しようとした時、"invalid argument"エラーの原因になりま

す。ビットマップファイルのデフォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperの下です。このデ

フォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperがbtrfs ファイルシステム上にある場合変更

されます。

4. [Next]をクリックして、確認画面に進んでください。

5. 確認画面に、新しいファイルシステムの作成場所、およびローカルのディスクまたはパーティションについて

保留中の再フォーマットに関する警告が表示されます。[Create]をクリックして、リソースの作成を開始し

ます。

6. リソースを新しいファイルシステムに作成するために有効なデータを指定したかどうかが、LifeKeeperによ

り検証されます。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。検証が

正常に完了すると、リソースが作成されます。ディスクまたはパーティションのサイズにより、ファイルシステム

の作成には数分かかることがあります。

[Next]をクリックして次に進んでください。

7. 新しい複製ファイルシステムのリソース階層が正常に作成されたことを示す情報ボックスが表示されま

す。複製を開始してリソース階層を LifeKeeperで保護するには、クラスタ内の別のサーバにリソース階層

を拡張する必要があります。

リソースを拡張する場合は [Next]、後でリソースを拡張する場合は [Cancel]をクリックしてください。

[Continue]をクリックすると、Pre-extend Wizardが起動します。リソース階層を別のサーバに拡張する

方法の詳細については、 リソース階層の拡張の手順 2を参照してください。

Replicate Existing File System
このオプションは、ローカルのディスクまたはパーティションに現在マウントされているファイルシステムをアンマウント

し、NetRAIDデバイスを作成して、ファイルシステムをNetRAIDデバイスに再マウントします。NetRAIDデバイス

とマウントされたファイルシステムの両方が、LifeKeeperで保護されます。既存のファイルシステムにミラーを作成

し、LifeKeeperで保護する場合にこのオプションを選択してください。

1. 要求されたら、以下の情報を入力してください。

フィールド ヒント

Existing
Mount Point

これは、プライマリサーバのNetRAIDデバイスにマウントするマウントポイントです。ロー

カルのディスクまたはパーティションがすでに、このマウントポイントにマウントされている必

要があります。
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2. 非共有のソースのマウントポイントを選択した場合、以下の画面が表示されます。

3. 共有のソースのディスクまたはパーティションを選択するには、[Back]を選択してください。残りの情報を

指定して、SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Clusterリソースの構成を完了してください。

フィールド ヒント

DataKeeper
Resource Tag

DataKeeperリソースインスタンスの一意のDataKeeper リソースタグ名を選択する

か、入力してください。

File System
Resource Tag ファイルシステムリソースタグの名前を選択するか、入力してください。
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フィールド ヒント

Bitmap File

プルダウンリストからビットマップファイルの項目を選択してください。

表示されたリストには、ビットマップファイルの保持に使用できる共有ファイルシステム

があります。$LKROOT/binディレクトリを参照 )。ビットマップファイルは、階層内の

ローカルノード間で切り替え可能な共有デバイスに配置する必要があります。

重要 :ビットマップファイルは btrfs ファイルシステム上に置いてはいけません。データレ

プリケーションのビットマップファイルがbtrfs ファイルシステム上に置かれると、

LifeKeeperがミラーを構成しようとした時、"invalid argument"エラーの原因になりま

す。ビットマップファイルのデフォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperの下です。このデ

フォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperがbtrfs ファイルシステム上にある場合変更

されます。

重要 :プルダウンリストには、レプリケーション対象となる共有ディスク領域も表示され

ますが、これをビットマップファイルの保存領域として選択しないでください。ビットマップ

ファイルの保存先に、レプリケーション対象となる共有ファイルシステムを使用すること

はできません。必ずレプリケーション領域とは別の、 ビットマップ専用に追加した共有

ファイルシステムを選択するようにしてください。

4. [Next]をクリックして、DataKeeperリソースをプライマリサーバに作成してください。

5. DataKeeperリソースのを作成するために有効なデータを指定したかどうかが、LifeKeeperにより検証され

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。検証が正常に完

了すると、リソースが作成されます。

[Next]をクリックしてください。

6. 既存のレプリケーションファイルシステムのリソース階層が正常に作成されたことを示す情報ボックスが表

示されます。レプリケーションを開始してリソース階層を LifeKeeperで保護するには、クラスタ内の別の

サーバにリソース階層を拡張する必要があります。

リソースを拡張する場合は [Next]、後でリソースを拡張する場合は [Cancel]をクリックしてください。

[Continue]をクリックすると、Pre-extendWizardが起動します。リソース階層を別のサーバに拡張する方

法の詳細については、 リソース階層の拡張の手順 2を参照してください。

DataKeeper Resource
このオプションは、NetRAIDデバイスのみを作成し(ファイルシステムは作成しない)、NetRAIDデバイスを

LifeKeeperで保護します。ディスクまたはパーティション上にDataKeeperデバイスのみを作成し、LifeKeeperで
保護する場合にこのオプションを選択してください。読み取り可能なミラーを作成するには、このデバイス上にファ

イルシステムを作成し、マウントする操作を手動で行う必要があります。このリソースタイプには、1つの空いてい

るディスクまたはパーティションが必要です。
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1. 要求されたら、以下の情報を入力してください。

フィールド ヒント

Source Disk
or Partition

ドロップダウンボックスのソースディスクまたはパーティションのリストには、以下のものを除

いて、使用できるすべてのディスクが表示されます。

l 現在マウントされているもの

l スワップディスクまたはスワップパーティション

l LifeKeeperが保護するディスクまたはパーティション

ドロップダウンリストには、root (/)、boot (/boot)、 /proc、 floppy、cdromなどの特殊な

ディスクまたはパーティションも表示されません。

注記 :VMwareを使用する場合は、「VMwareの既知の問題」を参照してください。

2. 非共有のソースのディスクまたはパーティションを選択した場合、以下の画面が表示されます。

3. 共有のソースのディスクまたはパーティションを選択するには、[Back]を選択してください。残りの情報を

指定して、SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Clusterリソースの構成を完了してください。
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フィールド ヒント

DataKeeper
Resource Tag

DataKeeperリソースインスタンスの一意のDataKeeper リソースタグ名を選択する

か、入力してください。

Bitmap File

プルダウンリストからビットマップファイルの項目を選択してください。

表示されたリストには、ビットマップファイルの保持に使用できる共有ファイルシステム

があります。$LKROOT/binディレクトリを参照 )。ビットマップファイルは、階層内の

ローカルノード間で切り替え可能な共有デバイスに配置する必要があります。

重要 :ビットマップファイルは btrfs ファイルシステム上に置いてはいけません。データレ

プリケーションのビットマップファイルがbtrfs ファイルシステム上に置かれると、

LifeKeeperがミラーを構成しようとした時、"invalid argument"エラーの原因になりま

す。ビットマップファイルのデフォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperの下です。このデ

フォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperがbtrfs ファイルシステム上にある場合変更

されます。

4. [Next]をクリックします。

5. 使用する前に、ファイルシステムを手動で作成し、NetRAIDデバイス( /dev/mdX)にマウントする必要が

あることを示す情報ウィンドウが表示されます。

[Create]をクリックして、DataKeeperデバイスをローカルのディスクまたはパーティションに作成してください。

6. 情報ボックスが表示され、DataKeeperリソースのを作成するために有効なデータを指定したかどうかが、

LifeKeeperにより検証されます。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。検証が正常に完了すると、リソースが作成されます。

[Next]をクリックして次に進んでください。

7. DataKeeperリソースデバイスが正常に作成されたことを示す情報ボックスが表示されます。データの複製

を開始し、バックアップ/ターゲットサーバを LifeKeeperで保護するには、クラスタ内の別のサーバに階層を

拡張する必要があります。

リソースを拡張する場合は [Continue]、後でリソースを拡張する場合は [Cancel]をクリックしてください。

[Continue]をクリックすると、Pre-extend Wizardが起動します。リソース階層を別のサーバに拡張する

方法の詳細については、 リソース階層の拡張の手順 2を参照してください。

リソース階層の拡張

この操作は [Edit]メニューから、プライマリサーバからセカンダリサーバに開始する必要があります。または [Create
Resource Hierarchy]オプションの動作が完了すると自動的に開始されます。その場合は、手順 2を参照して

ください。

1. [Edit]メニューの [Resource]から [Extend Resource Hierarchy]を選択してください。Pre-Extend
Wizardが表示されます。拡張操作に慣れていない場合は、[Next]をクリックしてください。LifeKeeper
の [Extend Resource Hierarchy]のデフォルト値が分かっていて、入力と確認を省略する場合は

[Accept Defaults]をクリックしてください。

2. Pre-Extend Wizardに以下の情報を入力します。
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フィールド ヒント

Template
Server

DataKeeperリソースが現在 in serviceのテンプレートサーバを選択してください。ここ

で選択するテンプレートサーバと次のダイアログボックスで選択する拡張するタグによっ

て、サービス中 (アクティブ)のリソース階層が表示されることを理解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した場合、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、クラスタ内の全

サーバの名前が表示されます。

Tag to Extend
これは、テンプレートサーバからターゲットサーバに拡張するDataKeeperインスタンス

の名前です。ドロップダウンボックスには、テンプレートサーバ上に作成したすべてのリ

ソースが表示されます。

Target Server 拡張先のサーバを入力するか、選択してください。

Switchback
Type

[intelligent switchback]を指定する必要があります。これは、バックアップサーバに

フェイルオーバした後、管理者が手動でMulti-Site Cluster階層のリソースをプライマ

リサーバにスイッチバックする必要があることを意味します。

注意 :このリリースのDataKeeper for Linuxは、DataKeeperリソースの自動スイッチ

バックをサポートしていません。さらに、自動スイッチバックの制限は、マルチサイトクラ

スタ階層を構成する LifeKeeperリソースにも適用されます。この制限の対象として、

階層の上位あるいは下位にあるリソースも含まれます。

テンプレートの

優先順位

[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
DataKeeper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 )。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。

Target Priority

Targetの優先順位を選択するか、入力してください。これは、他のサーバにある同

等の階層に対する、新しく拡張するDataKeeper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。

3. 拡張前のチェックが正常に終了したというメッセージが表示された後、[Next]をクリックしてください。

4. 拡張する階層に応じて、拡張されるリソースタグ (一部編集不可 )を示す一連の情報ボックスが表示さ

れます。

リソース階層の拡張を実行する場合は、[Next]をクリックしてください。

次のセクションには、別のサーバにDataKeeperリソースを拡張するために必要な手順を示します。
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DataKeeper リソース階層の拡張

1. pre-extendスクリプトが正常に実行されたというメッセージが表示されたら、以下の情報を指定するように

要求されます。

フィールド ヒント

Mount Point
ターゲットサーバ上にあるファイルシステムのマウントポイント名を入力してください

(DataKeeperリソースに関連する、LifeKeeperが保護するファイルシステムがない場

合は、このダイアログは表示されません)。

Root Tag

ルートタグを選択するか、入力してください。これは、ターゲットサーバ上にあるファイル

システムリソースインスタンスの一意の名前です (DataKeeperリソースに関連する、

LifeKeeperが保護するファイルシステムがない場合は、このダイアログは表示されま

せん)。

DataKeeper
Resource Tag DataKeeper リソースタグの名前を選択するか、入力してください。

Bitmap File

インテントログの記録に使用するビットマップファイルの名前を選択してください。

[None]を選択すると、インテントログは使用されず、すべての再同期が部分的では

なく全体の再同期になります。

重要 :ビットマップファイルは btrfs ファイルシステム上に置いてはいけません。データレ

プリケーションのビットマップファイルがbtrfs ファイルシステム上に置かれると、

LifeKeeperがミラーを構成しようとした時、"invalid argument"エラーの原因になりま

す。ビットマップファイルのデフォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperの下です。このデ

フォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperがbtrfs ファイルシステム上にある場合変更

されます。

2. [Next]をクリックして次に進んでください。拡張を実行中であることを確認する情報ボックスが表示されま

す。

3. [Finish]をクリックして、DataKeeperリソースインスタンスが正常に拡張されたことを確認してください。

4. [Done]をクリックして、[Extend Resources Hierarchy]メニューを終了してください。

注記 :必ずすべてのサーバで手動スイッチオーバを実行して、新しいインスタンスの機能をテストしてくださ

い。詳細については、リソース階層のテストを参照してください。この時点で、DataKeeperがソースから

ターゲットのディスクまたはパーティションにデータの再同期を開始しています。LifeKeeperのGUIでは、

ターゲットサーバにあるDataKeeperリソースのステータスは「Resyncing」になります。再同期が完了する

と、ステータスは「Target」になります。これは通常のスタンバイ状態です。

再同期中、DataKeeperリソース、およびそれに依存するリソースはフェイルオーバできません。これは、

データの破損を防止するためです。

ディザスタリカバリシステムへの階層の拡張

この操作は、 ISP ノードから、または複数ノードの作成プロセスの一環として [Edit]メニューからのみ実行できま
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す。または [Create Resource Hierarchy]オプションの動作が完了すると自動的に開始されます。その場合

は、手順 2を参照してください。

1. [Edit]メニューの [Resource]から [Extend Resource Hierarchy]を選択してください。Pre-Extend
Wizardが表示されます。拡張操作に慣れていない場合は、[Next]をクリックしてください。LifeKeeper
の [Extend Resource Hierarchy]のデフォルト値が分かっていて、入力と確認を省略する場合は

[Accept Defaults]をクリックしてください。

2. Pre-Extend Wizardに以下の情報を入力します。

注記 :最初の2つのフィールドは [Edit]メニューから拡張を開始した場合にのみ表示されます。

フィールド ヒント

Target Server 拡張先のサーバを入力するか、選択してください。

Switchback
Type

[intelligent switchback]を指定する必要があります。これは、バックアップサーバにフェ

イルオーバした後、管理者が手動でMulti-Site Cluster階層のリソースをプライマリ

サーバにスイッチバックする必要があることを意味します。

注意 :このリリースのSIOS DataKeeper for Linuxは、DataKeeperリソースの自動ス

イッチバックをサポートしていません。さらに、自動スイッチバックの制限は、Multi-Site
Cluster階層を構成する LifeKeeperリソースにも適用されます。この制限の対象と

して、階層の上位あるいは下位にあるリソースも含まれます。

Target Priority

ターゲットの優先順位を選択するか、入力してください。これは、他のサーバにある

同等の階層に対する、新しく拡張するDataKeeper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(数値 1が最高の優先順位 )。LifeKeeperのデ

フォルトでは、階層が作成されたサーバに「1」が割り当てられることに注意してくださ

い。優先順位は連続している必要はありませんが、特定のリソースについて 2つの

サーバに同じ優先順位を割り当てることはできません。

Template
Priority

テンプレートの優先順位を選択するか、入力してください。これはサーバで現在サー

ビス中のDataKeeper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、小さい数字ほど優先順位が高くなります(数値

1が最高の優先順位 )。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にだけ表示されます。

テンプレートの

優先順位

[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
DataKeeper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 )。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。
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フィールド ヒント

Target Priority

Targetの優先順位を選択するか、入力してください。これは、他のサーバにある同

等の階層に対する、新しく拡張するDataKeeper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。

3. Pre-Extendのチェックが正常に終了したというメッセージが表示されたら、[Next]をクリックしてください。

注記 :拡張する階層に応じて、拡張されるリソースタグ (一部編集不可 )を示す一連の情報ボックスが

表示されます。

4. [Next]をクリックして、[Extend Resource Hierarchy]の構成タスクを開始してください。

次のセクションには、別のサーバにDataKeeperリソースを拡張するために必要な手順を示します。

1. pre-extendスクリプトが正常に実行されたというメッセージが表示されたら、以下の情報を指定するように

要求されます。

フィールド ヒント

Target Server 拡張先のサーバを入力するか、選択してください。

Switchback
Type

[intelligent switchback]を指定する必要があります。これは、バックアップサーバにフェ

イルオーバした後、管理者が手動でMulti-Site Cluster階層のリソースをプライマリ

サーバにスイッチバックする必要があることを意味します。

注意 :このリリースのSIOS DataKeeper for Linuxは、DataKeeperリソースの自動ス

イッチバックをサポートしていません。さらに、自動スイッチバックの制限は、Multi-Site
Cluster階層を構成する LifeKeeperリソースにも適用されます。この制限の対象と

して、階層の上位あるいは下位にあるリソースも含まれます。

Mount Point
ターゲットサーバ上にあるファイルシステムのマウントポイント名を入力してください

( DataKeeperリソースに関連する、LifeKeeperが保護するファイルシステムがない場

合は、このダイアログは表示されません)。

Root Tag

ルートタグを選択するか、入力してください。これは、ターゲットサーバ上にあるファイル

システムリソースインスタンスの一意の名前です( DataKeeperリソースに関連する、

LifeKeeperが保護するファイルシステムがない場合は、このダイアログは表示されま

せん)。
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フィールド ヒント

Target Disk or
Partition

複製するファイルシステムの配置先となる、ターゲットサーバ上のディスクまたはパー

ティションを選択してください。

ドロップダウンボックスのディスクまたはパーティションのリストには、以下のものを除い

て、使用できるすべてのディスクが表示されます。

l すでにマウント済みのもの

l スワップディスクまたはスワップパーティション

l LifeKeeperが保護するディスクまたはパーティション

ドロップダウンリストには、root (/)、boot (/boot)、 /proc, floppy、cdromなどの特殊な

ディスクまたはパーティションも表示されません。

注記 :ターゲットのディスクまたはパーティションは、ソースのディスクまたはパーティション

以上のサイズである必要があります。

DataKeeper
Resource Tag DataKeeper リソースタグの名前を選択するか、入力してください。

Bitmap File

インテントログの記録に使用するビットマップファイルの名前を選択するか入力してく

ださい。[None]を選択すると、インテントログは使用されず、すべての再同期が部分

的ではなく全体の再同期になります。

重要 :ビットマップファイルは btrfs ファイルシステム上に置いてはいけません。データレ

プリケーションのビットマップファイルがbtrfs ファイルシステム上に置かれると、

LifeKeeperがミラーを構成しようとした時、"invalid argument"エラーの原因になりま

す。ビットマップファイルのデフォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperの下です。このデ

フォルトの置き場所は、 /opt/LifeKeeperがbtrfs ファイルシステム上にある場合変更

されます。

Replication
Path

ターゲットサーバとクラスタ内の他の指定サーバとの間で複製に使用する、ローカルと

リモートの IPアドレスのペアを選択してください。有効なパスおよび対応する IPアド

レスは、このサーバのペアに対して指定した LifeKeeperコミュニケーションパスのセット

から得られます。

DataKeeperの特性により、プライベート (専用 )ネットワークを使用することが強く推

奨されます。 DataKeeperリソースをすでに 1台以上のターゲットサーバに拡張してい

る場合、追加のサーバに対する拡張を実行すると、新しいターゲットサーバと既存の

サーバとの組み合わせのそれぞれについて、繰り返し複製パスを指定するように要

求されます。

Replication
Type

指定したサーバのペアについて使用する複製タイプとして、[synchronous]または

[asynchronous]を選択してください。

前述の [Replication Path]フィールドと同様に、DataKeeperリソースをすでに 1台
以上のターゲットサーバに拡張している場合、追加のサーバに対する拡張を実行す

ると、新しいターゲットサーバと既存のサーバとの組み合わせのそれぞれについて、繰

り返し複製タイプを指定するように要求されます。
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2. [Next]をクリックして次に進んでください。拡張が実行中であることを確認する情報ボックスが表示されま

す。

3. [Finish]をクリックして、DataKeeperリソースインスタンスが正常に拡張されたことを確認してください。

4. [Done]をクリックして、[Extend Resources Hierarchy]メニューを終了してください。

リストアおよびリカバリの設定

異なるサブネットで構成されたマルチサイト環境においてIPリソースを使用する場合、 IPリソースの [Modify
Restore and Recover]で[Disable]を選択する必要があります。詳細は[IP構成の確認および編集 ]を参照し

てください。

必ずすべてのサーバで手動スイッチオーバを実行して、新しいインスタンスの機能をテストしてください。詳細につ

いては、リソース階層のテストを参照してください。ディザスタリカバリノードへの拡張が完了している場合、この時

点で、SIOS DataKeeperがソースからターゲットのディスクまたはパーティションにデータの再同期を開始していま

す。LifeKeeperのGUIでは、ターゲットサーバにあるDataKeeperリソースのステータスは「Resyncing」(再同期

中 )になります。再同期が完了すると、ステータスは「Target」になります。これは通常のスタンバイ状態です。

再同期中、DataKeeperリソースおよびそれに依存するリソースはフェイルオーバできません。これは、データの破

損を防止するためです。

まだ実行していない場合は、必ずconfirm failoverフラグをセットしてください。この手順の詳細については、

[Confirm Failover] と [Block Resource Failover]の設定のセクションを参照してください。

Multi-Site Cluster環境へのマイグレーション

SIOS Multi-Site Migrate機能が、SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Cluster製品に装備されていま

す。この追加機能を使用すると、管理者は既存のSIOS Linux LifeKeeper環境をMulti-Site Cluster環境に

移行できます。移行手順により、階層のダウンタイムを最小に抑えて、選択した共有ファイルシステムのリソース

を安全に移行して複製できます。

既存のファイルシステムからMulti-Siteリソースを作成するときの重要な考慮事項をいくつか示します。

l Multi-Siteの移行手順では、作成プロセスでファイルシステムをアンマウントし、NetRAIDデバイスに再マ

ウントします。

l リソースの作成手順中は、このファイルシステムに依存するアプリケーションをすべて、停止する必要があ

ります。この操作は移行手順が処理するので、管理者からの操作は不要です。

l NAS( scsi/netstorage)、DRBD( scsi/drbd)、SDR( scsi/netraid)、およびMulti-Site Cluster リソース

( scsi/disrec)のリソースタイプを含む階層は、Multi-Siteの移行機能を使用して移行することはできませ

ん。

要件

マイグレーションを実行する前に、お使いのシステムが本書のインストールと設定セクションに記載されている要

件を満たすことを確認してください。
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始める前に

この機能はストレージデバイスを共有する 2つのサーバを有する構成のためにあります。1台のサーバはプライマリ

ノードと想定され、プライマリサイトにあります。3台目のサーバはリモートのディザスタリカバリサイトにあります。

SIOS Protection Suite for Linux Multi-Site Clusterをプライマリとその他の共有ストレージノードにインストールし

た後は、マイグレーション機能を活用するために必要な追加のインストールや設定は不要です。

始める前に

以下の画像に、移行を開始する前のファイルシステムのリソース階層を示します。

マイグレーションの実行

Multi-Site Migrateを構成して実行するには 3とおりの方法があります。以下の操作ができます。

l LifeKeeper GUIのツールバーから [Migrate]アイコン を選択し、移行するリソースを選択しま

す。
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l ファイルシステムリソースを右クリックして、[Migrate Hierarchy to Multi-Site Cluster]メニューオプションを

選択します。

l ファイルシステムリソースを選択し、[Properties Panel]ツールバーの [Migration]アイコンを選択します。
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グローバルツールバーのアイコンから移行を開始した場合、以下のダイアログボックスが表示されます。

1. 移行する階層が存在する、サービス中のサーバを選択してください。[Next]をクリックしてください。
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2. 移行する root階層タグを選択し、[Next]をクリックしてください。root タグは、ファイルシステムにすること

も、他のアプリケーションリソースにすることもできます。選択したタグ(ファイルシステム以外のリソースの場

合 )には、ファイルシステムに依存するリソースが含まれている必要があります。

LifeKeeperのGUIのウィンドウでファイルシステムを選択し、ポップアップウィンドウから [Migrate
Hierarchy to Multi-Site Cluster]を選択するか、[Properties Panel Migrate]アイコンの [Migrate]アイ

コンを選択した場合、以下の初期化画面が表示されます。
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3. [Continue]ボタンが有効になったらクリックしてください。以下のビットマップダイアログが表示されます。
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4. 移行するファイルシステムのビットマップファイルを選択してください。[Next]をクリックしてください。

重要 :[Next]をクリックした後は、このファイルシステムのビットマップファイルの選択を変更できなくなりま

す。
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5. 階層内で移行する 2番目のファイルシステムのビットマップファイルを選択してください。前のダイアログボッ

クスで 1番目のビットマップファイルを選択した後、追加のファイルシステムタグが表示されるので、それらの

各タグについて一意のビットマップファイルを入力できます。

注記 :移行するファイルシステムが1つのみの場合は、この画面は表示されません。また、移行するファイ

ルシステムが2つ以上の場合、この画面に似た複数の画面が表示されます。

6. [Next]をクリックしてください。以下のような概要画面が表示されます。
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マイグレーションの実行

7. この概要画面には、移行手順で送信したすべての構成情報が表示されます。[Migrate]をクリックする

と、以下の画面が表示されます。
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マイグレーションの実行

8. 移行ステータスがこのウィンドウに表示されます。[Finish]ボタンが有効になったらクリックしてください。
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マイグレーションの正常な完了

マイグレーションの正常な完了

以下の画像に、Multi-Siteのマイグレーションが完了した後のファイルシステムリソース階層の例を示します。これ

で、階層を非共有ノード ( megavolt)に拡張できます。
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マイグレーションの正常な完了
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トラブルシューティング

このセクションでは、DataKeeper for Linuxの使用時に遭遇する可能性がある問題に関する情報を示します。

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

DataKeeper for Linuxに固有のメッセージについては、DataKeeperのメッセージカタログを参照してください。他

のSPSコンポーネントからメッセージが送出されることもあります。その場合は、総合メッセージカタログを参照し

てください。これらのメッセージカタログは両方とも、弊社のテクニカルドキュメンテーションサイトの「エラーコードの

検索」から見つけることができます。これらのメッセージカタログには、SIOS Protection Suite for Linuxの使用中に

遭遇される可能性のあるすべてのエラーコード (操作、管理、およびGUIに関するものを含む)の一覧がありま

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。この一覧から、受信したエラーコードを検索できます。また、該当する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。

以下の表に、予測される問題と推奨される処置を示します。

症状 推奨される処置

DataKeeperリ
ソースを削除し

た後に

NetRAIDデバイ

スが削除されな

い。

NetRAIDデバイスがマウントされている場合、DataKeeperリソースを削除しても NetRAID
デバイスは削除されません。以下のコマンドを使用して、手動でデバイスをアンマウントして

削除することができます。

mdadm –S <md_device> (<md_device>を調べるには cat /proc/mdstat)

インストール

/HADR rpmの

失敗

これらのファイルを手動でインストールするための詳細手順については、インストールセクショ

ンを参照してください。

フェイルオーバ中

のエラー

デバイスのステータスを確認してください。再同期が進行中の場合、フェイルオーバは実行

できません。
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症状 推奨される処置

プライマリサーバ

に障害が発生

すると、セカンダ

リサーバの

DataKeeperリ
ソースが ISPに

なります。ただ

し、プライマリ

サーバが再起

動すると、両方

のサーバで

DataKeeperリ
ソースがOSFに

なります。

DataKeeperリソース階層の作成時に選択した「スイッチバックタイプ」を確認してください。

このリリースでは、DataKeeperリソースの自動スイッチバックはサポートされていません。リ

ソースプロパティのウィンドウで、スイッチバックタイプを [Intelligent]に変更できます。

両方のサーバが

動作不能に

なってからプライ

マリサーバが再

起動したとき

に、リソースを

ISPにすることが

できない。

セカンダリサーバよりも前にプライマリサーバが動作可能になった場合、DataKeeperリソー

スを強制的にオンラインにすることができます。このためには、リソースプロパティのダイアログ

を開き、[Replication Status]タブ、[Actions]ボタンを順にクリックし、次に [Force Mirror
Online]を選択してください。[Continue]をクリックして確認してから、[Finish]をクリックし

てください。

現在マウントし

ているNFSファ

イルシステムに

DataKeeper階
層を作成すると

きのエラー

現在 NFSがエクスポートしたファイルシステムに、DataKeeper階層を作成しようとしていま

す。エクスポートする前に、このファイルシステムを複製する必要があります。

DataKeeperの
GUIのウイザー

ドに、新しく作

成したパーティ

ションがリストさ

れない。

Linux OSは、システムを次回再起動するまで、新しく作成したパーティションを認識しない

ことがあります。新しく作成したパーティションのエントリを調べるには、 /proc/partitions ファイ
ルを表示してください。新しく作成したパーティションがこのファイルに表示されない場合、シ

ステムを再起動する必要があります。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 370



トラブルシューティング

症状 推奨される処置

プライマリとバック

アップの両方の

サーバで、リソー

スが緑 ( ISP)で
表示される。

これは、「スプリットブレイン」のシナリオで、一時的な通信障害により発生することがありま

す。通信の再開後、両方のシステムがそれぞれ、それ自体をプライマリと見なします。

いずれのシステムが最終のプライマリシステムであったかが不明なので、DataKeeperはデー

タを再同期しません。手動操作が必要です。

ビットマップを使用しない場合 :

最終のバックアップであったサーバを特定し、そのサーバのリソースをサービス休止にする必

要があります。その後、DataKeeperが全体の再同期を実行します。

ビットマップを使用している場合 ( 2.6.18以前のカーネル) :

元のバックアップノードから始めて、両方のリソースをサービス休止にする必要があります。

次に、以下のコマンドを実行して、プライマリノードのビットマップをダーティに設定する必要

があります。$LKROOT/lkadm/subsys/scsi/netraid/bin/bitmap –d
/opt/LifeKeeper/bitmap_filesys

( /opt/LifeKeeper/bitmap_filesysハビットマップファイルの名前 )。これにより、リソースがサー

ビス中になると、全体の再同期が強制実行されます。次に、プライマリノードでリソースを in
serviceにします。全体の再同期が開始されます。

ビットマップを使用する場合 (2.6.19以降のカーネル、RedHat Enterprise Linux 5.4の
2.6.18-164以降のカーネル、またはRedHat 5.4以降のサポートする派生カーネル):

最終のバックアップであったサーバを特定し、そのサーバのリソースをサービス休止にする必

要があります。その後、DataKeeperが部分的な再同期を実行します。

Core -言語環

境の影響

LifeKeeperの一部のスクリプトは Linuxのシステムユーティリティの出力を解析し、情報を

抽出するために特定のパターンに依存します。英語圏以外のロケールで一部のコマンドが

実行されている場合、予測されたパターンは変更され、LifeKeeperスクリプトは必要な情

報の取得に失敗します。このため、 /etc/default/LifeKeeperでは、言語環境変数 LC_
MESSAGESがPOSIX「C」のロケール (LC_MESSAGES=C)に設定されています。言語

を英語にして Linuxをインストールする必要はありません (インストールメディアで使用できる

任意の言語を選択可能 )。 /etc/default/LifeKeeperのLC_MESSAGESの設定は

LifeKeeperにのみ影響します。 /etc/default/LifeKeeperのLC_MESSAGESの値を変更す

る場合は、LifeKeeperの動作に悪影響を及ぼす可能性があることに注意してください。

悪影響は、メッセージカタログがさまざまな言語とユーティリティに対応してインストールされ

ているかどうか、およびLifeKeeperが予期していないテキスト出力をそれらが生成するかど

うかに左右されます。

GUI - GUIの終

了後にWebブ
ラウザから再接

続したときに、

GUIのログイン

プロンプトが再

表示されないこ

とがある。

GUIアプレットを終了するか切断してから、同じ Webブラウザのセッションから再接続しよう

とすると、ログインプロンプトが表示されないことがあります。

回避策 :Webブラウザを閉じ、Webブラウザを開き直してからサーバに接続します。Firefox
ブラウザを使用している場合は、Firefoxのウィンドウをすべて閉じてから、開き直します。
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症状 推奨される処置

DataKeeperの
Create
Resourceが失

敗します

特定の環境 (例 : IDEディスクエミュレーションを使用した仮想環境、HP CCISSストレー

ジを使用したサーバ、またはSSD)で DataKeeperを使用する場合、ミラーを作成すると以

下のエラーが発生することがあります。

ERROR 104052: Cannot get the hardware ID of the device
"dev/hda3"

これは、LifeKeeperが問題のディスクを認識せず、一意の IDを取得してそのデバイスに関

連付けることができないためです。

回避策 :GUIDパーティションを作成してパーティションに固有のIDを割り当ててください。

GUIDパーティションが作成できない場合は、DEVNAME device_patternファイルに、ディス

クのパターンを追加します。次に例を示します。

cat /opt/LifeKeeper/subsys/scsi/resources/DEVNAME/device_
pattern

/dev/hda*

/dev/fio*(Fusion IO SDD)

/dev/hio*(PCI SSD)

マルチサイトクラ

スター構成で、

一時停止、再

開を行った場

合、全同期が

発生することが

ある。

ビットマップファイルの場所が間違っている可能性があります。ビットマップファイルは、マルチ

サイトクラスタでローカルノード間の共有ファイルシステム上にある必要があります。この共有

ファイルシステムは、レプリケーションに使用される共有ファイルシステムと別でなければなり

ません。 一度DataKeeperリソースを削除して、正しいビットマップファイルの場所を使用し

てリソースを再作成してください。

アップグレード

後、ターゲットの

状態が「Out of
Sync」になる

LifeKeeper 9.2.2以降ではNUデバイスの使用を推奨していないため、NUデバイスで構

成されたDataKeeperリソースが存在する環境では、このような症状が発生します。

NUデバイスを使用した環境で LifeKeeper 9.2.2以降にアップグレードする場合には、

/etc/default/LifeKeeperに以下の設定を追加してください。

LKDR_ALLOW_NU=TRUE

NUデバイスの確認方法 :
lcdstatus コマンドを実行し、 IDにNU-で始まる文字列が含まれる場合はNUデバイスを

使用した環境です。
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Recovery Kit

Recovery Kit
SIOS Protection Suiteの全リカバリキットのリストとその管理ガイドについては、SIOS テクニカルドキュメンテーショ

ン (http://jpdocs.us.sios.com)のLinux Recovery Kit用ドキュメンテーションを参照してください。
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総合メッセージカタログ

総合メッセージカタログ

Control Fを使用して、各カタログの特定のエラーコードを検索します。

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

000200 ERRO-
R

pam_start() failed

000201 ERRO-
R

pam_authenticate failed (user%s,
retval %d

000202 ERRO-
R

pam_end() failed?!?!

000203 ERRO-
R

Did not find expected group
'lkguest'

000204 ERRO-
R

Did not find expected group 'lkoper'

000205 ERRO-
R

Did not find expected group
'lkadmin'

000902 ERRO-
R

Error removing system name from
loopback address line in /etc/hosts
file. Youmust do this manually
before starting the GUI server.

原因 :システム名が /etc/hosts ファイルから削除され

ていません。

処置 :システム名を手動で削除し、GUIサーバを再

起動して、次のコマンドを入力します: run <action
name>

000918 ERRO-
R

LifeKeeper GUI Server error during
Startup

原因 :異常な状態により、GUIサーバが終了しまし

た。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

001052 FATAL Template resource "%s" on server
"%s" does not exist

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

001053 ERRO-
R

Cannot access canextend script
"%s" on server "%s"

原因 : {server}でスクリプト CANEXTENDが見つから

なかったので、LifeKeeperは拡張前のチェックを実行

できませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

001054 ERRO-
R

Cannot extend resource "%s" to
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を拡張できませんでした。
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コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

001055 ERRO-
R

Cannot access extend script "%s"
on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でスクリプト EXTEND
が見つからなかったので、リソース階層を拡張できま

せんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

001057 ERRO-
R

Cannot extend resource "%s" to
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を拡張できませんでした。

001059 ERRO-
R

Resource with tag "%s" already
exists

原因 : リソースで指定した名前はすでに使用中で

す。

処置 : リソースに別の名前を選択するか、既存のリ

ソースを使用してください。

001060 ERRO-
R

Resource with either matching tag
"%s" or id "%s" already exists on
server "%s" for App "%s" and Type
"%s"

原因 : リソースで指定した名前または IDはすでに使

用中です。

処置 : リソースに別の名前または IDを選択するか、

既存のリソースを使用してください。

001061 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : リソースの作成中に予期しない障害が発生し

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

001081 WARN IP address \"$ip\" is neither v4 nor
v6

原因 :指定した IPアドレスは IPv4アドレスでも IPv6
アドレスでもありません。

処置 :指定した名前またはアドレスを確認し、再試

行してください。名前を指定している場合は、名前

の解決が有効な IPアドレスを返していることを確認

してください。

004024 ERRO-
R

原因 : LCDはリソースのリカバリ中にリソース ID {id}の
リソース情報のフェッチに失敗しました。

処置 :入力リソース IDを確認し、リカバリ操作を再

試行してください。

004028 ERRO-
R

%s occurred to resource \"%s\" 原因 : リソース {resource}のローカルリカバリが失敗し

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004055 ERRO-
R

attempt to remote-remove resource
\"%s\" that can't be found

原因 : タグ名 {tag}によるリソースの検索中に、リモー

トによるサービスからのリソース削除に失敗しました。

処置 :入力タグ名を確認し、リカバリ操作を再試行

してください。
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コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

004056 ERRO-
R

attempt to remote-remove resource
\"%s\" that is not a shared resource

原因 : タグ名 {tag}が共有リソースでない場合に、リ

モートによるサービスからのリソース削除に失敗しまし

た。

処置 :入力タグ名を確認し、リカバリ操作を再試行

してください。

004060 ERRO-
R

attempt to transfer-restore
resource \"%s\" that can't be found

原因 : タグ名 {tag}を指定したサービスリソースのリ

モート転送に失敗しました。

処置 :入力タグ名を確認し、リカバリ操作を再試行

してください。

004061 ERRO-
R

attempt to transfer-restore
resource \"%s\" that is not a shared
resource with machine \"%s\"

原因 : LifeKeeperは、リモート {machine}からサービス

のリソースをリモート転送する際に、{tag}名による共

有リソースの検出に失敗しました。

処置 :入力タグ名を確認し、リカバリ操作を再試行

してください。

004089 ERRO-
R

ERROR:Parallel recovery
initialization failed.\n

原因 :並行リカバリは、階層内にあるリソースのリスト

の初期化に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004093 ERRO-
R

ERROR: reserve failed. continuing
to next resource\n

原因 :並行リカバリは、集合階層から単一のリソース

のリザーブに失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004096 ERRO-
R

ERROR: clone%d is hung,
attempting to kill it\n

原因 : リソースリカバリの単一のサブプロセスが、リソー

ス階層全体の並行リカバリの際にハングしました。

処置 :ハングしているサブプロセスが自動的に停止し

ます。

004097 ERRO-
R

ERROR:Could not kill clone%d\n 原因 :ハングしているサブプロセスの停止に失敗しま

した。

004116 ERRO-
R

%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、中間フォルダを作成しようとして

失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、中間フォ

ルダが作成されていない理由を判別してください。
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コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

004117 ERRO-
R

open(%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、一時ファイルを開こうとして失敗

しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルを

開くことができない理由を判別してください。

004118 ERRO-
R

write(%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、一時ファイルに書き込もうして失

敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

書き込みに失敗した理由を判別してください。

004119 ERRO-
R

fsync(%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、一時ファイルに fsyncを実行しよ

うとして失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、「fsync」が
失敗した理由を特定してください。

004120 ERRO-
R

close(%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、一時ファイルを閉じようとして失

敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

クローズに失敗した理由を判別してください。

004121 ERRO-
R

rename(%s, %s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、一時ファイル {file}の名前を元の

ファイル {file}に変更しようとして失敗しました。これ

はシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

名前変更に失敗した理由を判別してください。

004122 ERRO-
R

open(%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、中間ディレクトリ {directory}を開

こうとして失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ディレクト

リのオープンに失敗した理由を判別してください。

004123 ERRO-
R

fsync(%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、中間ディレクトリ {directory}に
fsyncを実行しようとして失敗しました。これはシステ

ムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ディレクト

リの「fsync」に失敗した理由を特定してください。
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004124 ERRO-
R

close(%s 原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、中間ディレクトリ {directory}を閉

じようとして失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ディレクト

リのクローズに失敗した理由を判別してください。

004125 ERRO-
R

wrote only %d bytes of requested
%d\n

原因 : メモリ内データオブジェクトのオンディスクバージョ

ンを書き込む際に、書き込まれるデータの最終的な

サイズ {size}バイトが要求バイト数 {number}を下

回っているため、書き込み操作が失敗しました。

処置 :ログで関連エラー情報を確認し、データの書き

込みに失敗した理由を判別してください。

004126 ERRO-
R

open(%s 原因 :データオブジェクトのオンディスクバージョンをバッ

ファに読み取っている間に、データファイルを開こうとし

て失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

オープンに失敗した理由を判別してください。

004127 ERRO-
R

open(%s 原因 :データオブジェクトのオンディスクバージョンをバッ

ファに読み取っている間に、一時データファイルを開こ

うとして失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

オープンに失敗した理由を判別してください。

004128 ERRO-
R

read(%s 原因 :データオブジェクトのオンディスクバージョンをバッ

ファにロードしている間に、データファイルを読み取ろう

として失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

読み取りに失敗した理由を判別してください。

004129 ERRO-
R

read buffer overflow (MAX=%d)\n 原因 :データオブジェクトのオンディスクバージョンをバッ

ファに読み取ろうとしている間に、読み取りバッファの

制限 {max}に達しました。

処置 : LifeKeeper設定を確認し、LifeKeeperを再

起動してください。

004130 ERRO-
R

close(%s 原因 :データオブジェクトのオンディスクバージョンをバッ

ファに読み取っている間に、データファイルのクローズ

に失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

クローズに失敗した理由を判別してください。
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004131 ERRO-
R

rename(%s, %s 原因 :データオブジェクトのオンディスクバージョンをバッ

ファに読み取っている間に、一時データファイルの名

前変更に失敗しました。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ファイルの

名前変更に失敗した理由を判別してください。

004132 ERRO-
R

Can't open%s :%s 原因 :アプリケーションとリソースタイプ情報のオンディ

スクバージョンをバッファに読み取っている間にエラー

{error}でディレクトリ {directory}のオープンに失敗しま

した。これはシステムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認し、ディレクト

リのオープンに失敗した理由を判別してください。

004133 ERRO-
R

path argument may not be NULL 原因 :入力ソースパスが見つからないので、ファイルコ

ピー中にコマンド「lcdrcp」が失敗しました。

処置 :入力ソースパスを確認し、「lcdrcp」を再試行

してください。

004134 ERRO-
R

destination path argument may not
be NULL

原因 :入力ディスティネーションパスが見つからないの

で、ファイルコピー中にコマンド「lcdrcp」が失敗しまし

た。

処置 :入力ディスティネーションパスを確認し、

「lcdrcp」を再試行してください。

004135 ERRO-
R

destination path can't be zero
length string

原因 : 「lcdrcp」によるファイルコピー中に、入力ディス

ティネーションパスが空でした。

処置 :入力ディスティネーションパスを確認し、

「lcdrcp」を再試行してください。

004136 ERRO-
R

open(%s 原因 : 「lcdrcp」によるファイルコピー中に、ソースファイ

ルパスのオープンに失敗しました。これはシステムエ

ラーです。

処置 :入力ソースパスがあるかどうか、および使用可

能かどうかを確認し、「lcdrcp」を再試行します。ま

た、関連ログで詳細なエラー情報を確認してくださ

い。

004137 ERRO-
R

fstat(%s 原因 : 「lcdrcp」によるファイルコピー中に、「fstat」を使

用したファイル属性のフェッチに失敗しました。これは

システムエラーです。

処置 :ログで詳細なエラー情報を確認してください。
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004138 ERRO-
R

file \"%s\" is not an ordinary file
(mode=0%o

原因 : 「lcdrcp」によるファイルコピー中に、通常のもの

ではないファイルとしてソースファイルが検出されまし

た。

処置 :入力ソースファイルパスを確認し、「lcdrcp」を
再試行してください。

004152 ERRO-
R

having \"%s\" depend on \"%s\"
would produce a loop

原因 :要求された依存関係を追加すると、依存関

係がループします。

処置 :要求された依存関係を修正し、依存関係の

作成を再試行してください。

004164 ERRO-
R

Priority mismatch between
resources %s and
%s.  Dependency creation failed.

原因 : {resource1}と {resource2}のプロパティが一致

しません。

処置 : リソースプロパティは一致している必要がありま

す。どちらか一方または両方のプロパティを同じ値に

変更し、依存関係の作成を再試行してください。

004176 ERRO-
R

%s 原因 : コマンド「doabort」がコアファイルを書き込むた

めの {directory}の作成に失敗しました。これはシステ

ムエラーです。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004190 ERRO-
R

%s:::receive(%d) did not receive
message within%d seconds on
incoming_mailbox %s

原因 :関数 {function}で、受信メールボックス

{mailbox}でタイムアウト {timeout}秒以内にメッセー

ジを受信しようとしたところ、失敗しました。

処置 : クラスタ内の接続の状態を確認し、プロセスを

再試行してください。

004205 ERRO-
R

destination system \"%s\" is
unknown

原因 :不明なディスティネーションシステム名

{system}のため、メッセージの送信に失敗しました。

処置 :システムの設定と状態を確認し、関連エラー

をログで確認してください。システムが完全に初期化

されたら、同じプロセスを再試行してください。

004206 ERRO-
R

destinationmailbox \"%s\" at
system \"%s\" is unknown

原因 :不明なディスティネーションシステム名

{system}のため、メッセージの送信に失敗しました。

このエラーは、LCDが完全に初期化される前にメッ

セージを送信することで発生します。

処置 :システムの設定と状態を確認し、関連エラー

をログで確認してください。システムが完全に初期化

されたら、同じプロセスを再試行してください。
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004208 ERRO-
R

destination system \"%s\" is alive
but themailbox process is not
listening.

原因 : メッセージの送信に失敗しました。ディスティ

ネーションシステム {system}へのネットワーク接続は

稼働中ですが、ディスティネーションメールボックスとの

通信は失われました。

処置 :システムの設定と状態を確認し、関連エラー

をログで確認してください。システムが完全に初期化

されたら、同じプロセスを再試行してください。

004209 ERRO-
R

destination system \"%s\" is dead. 原因 :ディスティネーションシステム {system}との接続

が失われたため、メッセージの送信に失敗しました。

処置 :システムの設定と状態を確認し、関連エラー

をログで確認してください。システムが完全に初期化

されたら、同じプロセスを再試行してください。

004211 ERRO-
R

can't send to destination \"%s\"
error=%d

原因 :内部エラー {error}のため、ディスティネーション

システム {system}へのメッセージ送信に失敗しまし

た。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004217 ERRO-
R

destination system \"%s\" is out of
service.

原因 :ディスティネーションシステム {system}との接続

が失われたため、メッセージの送信に失敗しました。

処置 :システムの設定と状態を確認し、関連エラー

をログで確認してください。システムが完全に初期化

されたら、同じプロセスを再試行してください。

004221 ERRO-
R

destination system \"%s\" went out
of service.

原因 :ディスティネーションシステム {system}との接続

が失われたため、メッセージの送信に失敗しました。

処置 :システムの設定と状態を確認し、関連エラー

をログで確認してください。システムが完全に初期化

されたら、同じプロセスを再試行してください。

004228 ERRO-
R

Can't get host name from
getaddrinfo(

原因 : 「getaddrinfo()」を使用してホスト名を取得し

ているときに障害が発生したため、ネットワークオブ

ジェクトの作成に失敗しました。

処置 :システムの設定と状態を確認し、同じプロセス

を再実行してください。

004234 ERRO-
R

IP address pair %s already in use 原因 : TCPコミュニケーションパスで IPアドレスペア

{pair}がすでに使用中のため、ネットワークオブジェクト

の作成に失敗しました。

処置 :入力 IPアドレスペアを確認し、ネットワークの

作成を再実行してください。
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004258 WARN Communication to%s by %s
FAILED

原因 : コミュニケーションパス {path}によるシステム

{system}への通信に失敗しました。

処置 :システム設定とネットワーク接続を確認してくだ

さい。

004261 WARN COMMUNICATIONS failover from
system \"%s\" will be started.

原因 :すべてのコミュニケーションパスがダウンしたた

め、システム {system}からのフェイルオーバが開始さ

れます。

処置 :システム設定とネットワーク接続の状態を確認

してください。フェイルオーバが完了したら、システムの

状態を確認してください。

004292 ERRO-
R

resource \"%s\" %s 原因 :現在の状態が不明なため、リソースを in
serviceにできませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004293 ERRO-
R

resource \"%s\" %s 原因 :現在の状態により許可されていないため、リ

ソースを in serviceにできませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004294 ERRO-
R

resource \"%s\" requires a license
(for Kit %s/%s) but none is
installed

原因 : リソースの関連リカバリキットにはライセンスが

必要です。

処置 : リソースを in serviceにするサーバに、リカバリ

キットのライセンスをインストールしてください。

004297 ERRO-
R

secondary remote resource \"%s\"
onmachine \"%s\" is already in-
service, so resource \"%s\" on
machine \"%s\" can't be brought in-
service.

原因 :セカンダリリモートリソース {resource}がマシン

{machine}ですでに in serviceになっているため、リ

ソース {resource}をマシン {machine}で in serviceに
できませんでした。

処置 : リモートリソースを手動で out of serviceに変

更し、ローカルリソースで再び in serviceにしてくださ

い

004300 ERRO-
R

restore of resource \"%s\" has
failed

原因 : リソースを in serviceにできませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004311 ERRO-
R

can't perform \"remove\" action on
resources in state \"%s\"

原因 :現在の状態が {state}のため、リソースを out
of serviceにできませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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004313 ERRO-
R

remove of resource \"%s\" has
failed

原因 : リソース {resource}をサービス休止にできませ

んでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004318 ERRO-
R

%s,priv_globact(%d,%s): script
%s FAILED returning%d

原因 :指定したエラーコードでグローバルアクションスク

リプトが失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004332 ERRO-
R

action \"%s\" has failed on
resource \"%s\"

原因 : リソースアクションが失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004351 ERRO-
R

a \"%s\" equivalency must have
one remote resource

原因 :同じシステムに 2つの入力タグ名が存在して

いるため、イクイバレンシ {eqvtype}の作成に失敗し

ました。

処置 :入力リソースタグ名を修正し、同じプロセスを

再実行してください。

004376 FATAL wait period of %u seconds for LCM
to become available has been
exceeded (lock file \"%s\" not
removed

原因 :妥当な時間内に LCMデーモンが使用可能

になりませんでした。LCDは LCMなしでは操作でき

ません。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004386 ERRO-
R

initlcdMalloc;shmget 原因 :共有メモリセグメントを初期化できませんでし

た。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。製品ドキュメントを

参照し、サーバが最低要件を満たしていること、およ

びオペレーティングシステムが適切に設定されているこ

とを確認してください。

004444 WARN License key (for Kit %s/%s) has
EXPIRED

原因 : ライセンスが期限切れです。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

004445 WARN License key (for Kit %s/%s) will
expire at midnight in%ld days

原因 : ライセンスが間もなく期限切れです。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。
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004466 ERRO-
R

system \"%s\" not defined on
machine \"%s\".

原因 :指定したシステム名が不明です。

処置 :システム名を確認し、操作を再試行してくださ

い。

004467 ERRO-
R

system \"%s\" unknown on
machine \"%s\"

原因 :指定したシステム名が認識されません。

処置 :システム名を確認し、操作を再試行してくださ

い。

004494 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004495 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004496 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004497 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004498 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004499 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004500 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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004501 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004502 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004503 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004504 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004505 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004506 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004507 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004508 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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004509 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004510 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004511 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 :アクションまたはイベントスクリプトが予期しない

結果になりました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004512 ERRO-
R

原因 : リモートマシンでエラーが発生しました。

処置 : リモートマシンのログを確認し、詳細を確認し

てください。

004565 ERRO-
R

can't set resource state type to
ILLSTATE

原因 : リソースを不正な状態に配置しようとしまし

た。

処置 : リソースを不正な状態で配置しないでくださ

い。

004567 ERRO-
R

resource \"%s\" can't be changed
to \"%s\" state because it is a
primary resource of a SHARED
equivalency to resource \"%s\" on
machine \"%s\" which is in state
\"%s\"

原因 :マシン {machine}のSHARED イクイバレンシ

のプライマリリソース {resource}が {state}という状態

にあるため、リソース {resource}を {state}という状態

に変更できませんでした。

処置 :入力を確認するか、プライマリリソースを手動

でサービス休止にしてから、同じプロセスを再試行し

てください。

004607 ERRO-
R

no resource instance has tag
\"%s\"

原因 :指定したタグのリソースが存在しません。

処置 :有効なタグを指定するか、関連するエラーをロ

グで確認し、レポートされている問題を解決してくだ

さい。

004608 ERRO-
R

no resource instance has identifier
\"%s\"

原因 :指定した識別子のリソースが存在しません。

処置 :有効な識別子を指定するか、関連するエラー

をログで確認し、レポートされている問題を解決して

ください。
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004619 ERRO-
R

resource with tag \"%s\" already
exists with identifier \"%s\"

原因 :指定したタグ名はすでに存在します。

処置 :別のタグ名を選択してください。

004620 ERRO-
R

resource with identifier \"%s\"
already exists with tag \"%s\"

原因 :指定した識別子はすでに存在します。

処置 : このリソースで使用する別の識別子を選択し

てください。

004643 ERRO-
R

Instance tag name is too long.  It
must be shorter than%d
characters.

原因 : タグ名が長すぎます。

処置 : 256文字未満のタグ名を指定してください。

004646 ERRO-
R

Tag name contains illegal
characters

原因 : タグ名に不正な文字が含まれています。

処置 :次の文字を含まないタグ名を指定してくださ

い:_-./

004691 ERRO-
R

can't set both tag and identifier at
same time

原因 : タグと識別子が両方指定されました。

処置 : タグまたは識別子の一方のみを指定してくだ

さい。

004745 ERRO-
R

failed to access lkexterrlog
path=%s

原因 :システム情報を収集するユーティリティ

「lkexterrlog」にアクセスできません。

処置 :パッケージ「steeleye-lk」がインストールされてい

ること、およびユーティリティ「lkexterrlog」がアクセス可

能であることを確認してください。

004746 ERRO-
R

lkexterrlog failed runret=%d
cmdline=%s

原因 :システム情報の収集時に、ユーティリティ

「lkexterrlog」が失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004782 ERRO-
R

Resource \"%s\" was in state
\"%s\" before event occurred -
recovery will not be attempted

原因 : リソースはすでに in serviceです。リカバリは実

行されません。

004783 ERRO-
R

Resource \"%s\" was already in
state \"%s\" before event occurred

原因 : リソースはリカバリを許可するために適切な状

態にありませんでした。

処置 : リカバリが必要な場合は、リソースを ISP状態

にしてください。

004786 ERRO-
R

%s on failing resource \"%s\" 原因 : リソースを復旧しようとしているときにエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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004788 EMER-
G

failed to remove resource
'%s'.SYSTEMHALTED.

原因 :エラーが発生し、リカバリ中にリソースをサービ

ス休止にできませんでした。リソースが2つのシステム

でアクティブにならないように、システムが再起動され

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004793 ERRO-
R

lcdsendremote transfer resource
\"%s\" to \"%s\" onmachine \"%s\"
failed (rt=%d

原因 : リソースとその依存関係を別のシステムへ転送

中に障害が発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。関連エラーがないか

どうか、もう一方のシステムのログを確認してくださ

い。

004797 ERRO-
R

Restore of SHARED resource
\"%s\" has failed

原因 : リソースのリストア中にエラーが発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

004806 ERRO-
R

Restore in parallel of resource
\"%s\" has failed; will re-try serially

原因 :並行リカバリが失敗しました。関連するエラー

をログで確認し、レポートされている問題を解決して

ください。

処置 :処置は必要ありません。システムはシリアル形

式でリカバリを続行します。リカバリが失敗した場合

は、復旧できなかったリソースに関連するエラーメッ

セージを確認し、対応策を探してください。

004819 ERRO-
R

read_temporal_recovery_log():
failed to fopen file:%s. fopen() %s.

原因 : メモリにロードするために一時リカバリログファイ

ル {file}を開こうとしたところ、エラー {error}で失敗しま

した。

処置 :システムログファイルを確認し、レポートされて

いるエラーを修正してから、操作を再試行してくださ

い。

004820 ERRO-
R

read_temporal_recovery_log():
failed tomalloc initial buf for
temporal_recovery_stamp.

原因 :ログ情報を格納するためのメモリを取得しよう

としている際に、一時リカバリログ情報のメモリへの

ロードに失敗しました。

処置 :システムログファイルを確認し、レポートされて

いるエラーを修正してから、操作を再試行してくださ

い。
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004821 ERRO-
R

read_temporal_recovery_log():
failed to reallocate buffer for
temporal_recovery_stamp.

原因 :ログ情報の格納に必要なメモリサイズを増や

そうとしている際に、一時リカバリログ情報のメモリへ

のロードに失敗しました。

処置 :システムログファイルを確認し、レポートされて

いるエラーを修正してから、操作を再試行してくださ

い。

004822 ERRO-
R

write_temporal_recovery_log():
failed to open file:%s.

原因 :一時ファイル {temporary name}のオープンに

失敗したため、一時リカバリログファイルの更新が終

了しました。

処置 :システムログファイルを確認し、レポートされて

いるエラーを修正してから、操作を再試行してくださ

い。

004823 ERRO-
R

rename(%s, %s) failed. 原因 :一時ファイル {temporary name}を実際のログ

ファイル {real name}に名称変更できなかったため、

一時リカバリログファイルの更新が終了しました。

処置 :システムログファイルを確認し、レポートされて

いるエラーを修正してから、操作を再試行してくださ

い。

004829 FATAL err=%s line=%dSemid=%d
numops=%zd perror=%s

原因 :セマフォ ID {semaphore}の変更がエラー {err}
およびエラーメッセージの説明 {perror}で失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。また、システムログファイルを確認し、レポートさ

れているエラーを修正してから、操作を再試行してく

ださい。

004860 ERRO-
R

restore ftok failed for resource%s
with path%s

原因 :パス {path}を使用するリソース {resource}のセ

マフォ操作で使用する IPCキーの生成に失敗しまし

た。これはシステムエラーです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。また、システムログファイルを確認し、レポートさ

れているエラーを修正してから、操作を再試行してく

ださい。
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004861 ERRO-
R

semget failed with error%d 原因 : インスタンスファイルに関連付けられたセマフォ

識別の取得に失敗しました。これはシステムエラーで

す。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。また、システムログファイルを確認し、レポートさ

れているエラーを修正してから、操作を再試行してく

ださい。

004862 ERRO-
R

semctl SEMSET failed with error
%d

原因 : リカバリプロセス中に使用されるセマフォの作成

と初期化がエラー {error number}で失敗しました。こ

れはシステムエラーです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。また、システムログファイルを確認し、レポートさ

れているエラーを修正してから、操作を再試行してく

ださい。

004863 ERRO-
R

semop failed with error%d 原因 : リカバリプロセス中に使用されるセマフォの設定

がエラー {error number}で失敗しました。これはシステ

ムエラーです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。また、システムログファイルを確認し、レポートさ

れているエラーを修正してから、操作を再試行してく

ださい。

004864 ERRO-
R

semctl SEMSET failed with error
%d

原因 : リカバリプロセス中に使用されるセマフォの解放

がエラー {error number}で失敗しました。これはシステ

ムエラーです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。また、システムログファイルを確認し、レポートさ

れているエラーを修正してから、操作を再試行してく

ださい。

004865 ERRO-
R

restore action failed for resource
%s

原因 : リソース {tag}を In Serviceにする操作が失敗

しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。レポートされているエラーを修正し、操作を再

試行してください。
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004872 ERRO-
R

Remote remove of resource \"%s\"
onmachine \"%s\" failed (rt=%d

原因 :ローカルシステムに転送するために {server}で
リソース {tag}をサービス休止にする要求が失敗しま

した。

処置 :ローカルシステムで、隣接するログメッセージか

ら詳細を確認してください。また、リソースを削除する

には、{server}のログメッセージで障害に関する詳細

を確認してください。

004875 ERRO-
R

remote remove of resource \"%s\"
onmachine \"%s\" failed

原因 :ローカルシステムに転送するために {server}で
リソース {tag}をサービス休止にする要求が失敗しま

した。

処置 :ローカルシステムで、隣接するログメッセージか

ら詳細を確認してください。また、リソースを削除する

には、{server}のログメッセージで障害に関する詳細

を確認してください。

004876 ERRO-
R

remote remove of resource \"%s\"
onmachine \"%s\" failed

原因 :ローカルシステムに転送するために {server}で
リソース {tag}をサービス休止にする要求が失敗しま

した。

処置 :ローカルシステムで、隣接するログメッセージか

ら詳細を確認してください。また、リソースを削除する

には、{server}のログメッセージで障害に関する詳細

を確認してください。

005045 ERRO-
R

tli_fdget_i::execute unable to
establish a listener port

原因 :ネットワーク接続を適切に設定できませんでし

た。

処置 :すべてのネットワークハードウェアおよびドライバ

が適切に設定されていることを確認してください。そ

れでもこのメッセージが表示され、リソースを in
serviceにできない場合は、サポートに問い合わせて

ください。

005055 ERRO-
R

tli_fdget_o::execute - async
connect failure

原因 :ネットワーク接続を適切に設定できませんでし

た。

処置 :すべてのネットワークハードウェアおよびドライバ

が適切に設定されていることを確認してください。そ

れでもこのメッセージが表示され、リソースを in
serviceにできない場合は、サポートに問い合わせて

ください。
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005061 ERRO-
R

tli_fdget_o::execute - bind socket 原因 :ネットワーク接続を適切に設定できませんでし

た。

処置 :すべてのネットワークハードウェアおよびドライバ

が適切に設定されていることを確認してください。そ

れでもこのメッセージが表示され、リソースを in
serviceにできない場合は、サポートに問い合わせて

ください。

005145 ERRO-
R

opening the file 原因 :パイプを開く、または作成することができません

でした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

005225 WARN so_driver::handle_error:
sending/receiving datamessage
errno%d:%s

原因 : メッセージの送受信に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。これは一時的なエラーの可能性もありますが、

このエラーが続き、サーバが通信できない場合は、

サーバのネットワーク設定を確認してください。

006012 ERRO-
R

quickCheck script '%s' failed to
exit after %u seconds.Forcibly
terminated.Please examine the
script or adjust the
LKCHECKINTERVAL parameter
in%s.

原因 : quickCheckスクリプトの処理に時間がかかり

すぎているか、スクリプトがハングしています。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

006102 ERRO-
R

COMMAND
OUTPUT:$LKROOT/bin/sendeven-
t

原因 : これは、「sendevent」(イベント生成 )コマンド

の結果です。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

006103 ERRO-
R

COMMAND
OUTPUT:$LKROOT/bin/sendeven-
t

原因 : これは、「sendevent」(イベント生成 )コマンド

の結果です。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

006104 ERRO-
R

COMMAND
OUTPUT:$LKROOT/bin/sendeven-
t

原因 : これは、「sendevent」(イベント生成 )コマンド

の結果です。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。
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007058 ERRO-
R

%s:%s failed on '%s', result:%d,
Sense Key = %d.

原因 : SCSIデバイスをリザーブできませんでした。ま

たはデバイスに確認済みの状態があります。これは、

ストレージが誤動作しているか、ディスクが別のサーバ

によってリザーブされているためです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、リ

ソースが適切に処理されていることを確認してくださ

い。

007059 ERRO-
R

%s:%s failed on '%s', result:%d. 原因 : SCSIデバイスをリザーブできませんでした。ま

たはデバイスに確認済みの状態があります。これは、

ストレージが誤動作しているか、ディスクが別のサーバ

によってリザーブされているためです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、リ

ソースが適切に処理されていることを確認してくださ

い。

007060 EMER-
G

%s: failure on device
'%s'.SYSTEMHALTED.

原因 : SCSIデバイスをリザーブできませんでした。ま

たはデバイスに確認済みの状態があります。これは、

ストレージが誤動作しているか、ディスクが別のサーバ

によってリザーブされているためです。サーバはリブート

/停止されます。

処置 :ストレージが適切に動作していることを確認

し、適切に動作している場合は、リソースが適切に

処理されており、別のサーバで in serviceになってい

ることを確認してください。

007072 ERRO-
R

%s: failed to open SCSI device
'%s', initiate recovery.
errno=0x%x, retry count=%d.

原因 :保護された SCSIデバイスを開くことができませ

んでした。デバイスに障害が発生しているか、システ

ムからデバイスが削除されている可能性があります。

処置 :システムが停止されるか、バックアップノードへの

フェイルオーバが開始されます。この場合のデフォルト

アクションはフェイルオーバですが、SCSIERRORの設

定で変更可能です。

007073 ERRO-
R

%s: failed to open SCSI device
'%s', RETRY. errno=%d, retry
count=%d.

原因 :保護された SCSIデバイスを開くことができませ

んでした。デバイスに障害が発生しているか、システ

ムからデバイスが削除されている可能性があります。

処置 : このエラーは致命的なものではありません。操

作は 5秒以内で再試行されます。問題が続行する

場合、システムは停止またはリソースのフェイルオーバ

を実行します。
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007075 ERRO-
R

%s:RESERVATION CONFLICT
on SCSI device '%s'. ret=%d,
errno=0x%x, retry count=%d.

原因 :別のサーバと競合しているため、SCSIデバイ

スをリザーブできませんでした。これは、ストレージが誤

動作しているか、ディスクが別のサーバによってリザー

ブされているためです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、リ

ソースが適切に処理されていることを確認してくださ

い。

007077 ERRO-
R

%s:DEVICE FAILURE on SCSI
device '%s', initiate recovery.
ret=%d, errno=0x%x, retry
count=%d.

原因 : SCSIデバイスをリザーブできませんでした。ま

たはデバイスに確認済みの状態があります。これは、

ストレージが誤動作しているか、ディスクが別のサーバ

によってリザーブされているためです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、リ

ソースが適切に処理されていることを確認してくださ

い。

007078 ERRO-
R

%s:DEVICE FAILURE on SCSI
device '%s', RETRY. ret=%d,
errno=0x%x, retry count=%d.

原因 : SCSIデバイスをリザーブできませんでした。ま

たはデバイスに確認済みの状態があります。これは、

ストレージが誤動作しているか、ディスクが別のサーバ

によってリザーブされているためです。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、リ

ソースが適切に処理されていることを確認してくださ

い。

010002 WARN flag $flag not present, send
message again.

原因 : このメッセージは、再試行される未完のプロセ

スを示します。

処置 :隣接するログメッセージで、繰り返されているエ

ラーを確認してください。

010003 ERRO-
R

COMMAND
OUTPUT:$LKBIN/ins_remove

原因 : このメッセージは「ins_remove」コマンドの結果

の一部です。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。これは実際にはエラーではない可能性もありま

す。

010004 EMER-
G

Cannot find the
$LKROOT/config/lkstart-hook
file.Youmust install the LifeKeeper
Distribution Enabling package
before starting $PRODUCT.

原因 : このエラーは、直接 rpmを使用して

LifeKeeperをインストールするか、不注意で rpmをシ

ステムから削除することで発生します。

処置 : インストールメディアの「setup」スクリプトを使用

して LifeKeeperを再インストールしてください。
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010006 WARN flg_list -d $i took more than $pswait
seconds to complete...

原因 :サーバのフラグリスト処理の時間が予想以上

にかかりました。別のサーバとの接続に問題が発生し

ている可能性もあります。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

010007 ERRO-
R

flag $flag not present, switchovers
may occur.

原因 : クラスタ内のいずれかのサーバに、現在のサー

バからのフェイルオーバ操作の不許可を指示できませ

んでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、クラ

スタで予期しない動作を監視してください。

010008 WARN flag $flag not present, send
message again.

原因 :プロセスは不完全ですが、再試行されます。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、繰り

返されている警告 /エラーをチェックしてください。

010023 FATAL LifeKeeper failed to initialize
properly.

原因 : LifeKeeperを起動しようとしている間に、致命

的なエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

010025 ERRO-
R

`printf 'Unable to get a unique tag
name on server "%s" for template
resource "%s"' $MACH $DISK`

原因 :ストレージリソースの作成プロセスで適合するタ

グを自動的に生成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。他のエラーがない場合は、操作を再試行してく

ださい。

010034 FATAL Unable to start lcm. 原因 : ソフトウェアのコアコンポーネントを開始できませ

んでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、レ

ポートされている問題を解決してください。

010038 WARN Waiting for LifeKeeper core
components to initialize has
exceeded 10 seconds.Continuing
anyway, check logs for further
details.

原因 : ソフトウェアの一部が、予想よりも起動に時間

がかかっています。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

010039 WARN Waiting for LifeKeeper core
components to initialize has
exceeded 10 seconds.Continuing
anyway, check logs for further
details.

原因 : ソフトウェアの一部が、予想よりも起動に時間

がかかっています。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。
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010046 ERRO-
R

The dependency creation failed on
server $SERVER:"`cat $TEMP_
FILE`

原因 :所定のサーバで依存関係を作成できませんで

した。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010063 ERRO-
R

$REMSH error 原因 :別のサーバからデータをバックアップする要求が

失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010085 ERRO-
R

lkswitchback($MACH):Automatic
switchback of \"$loctag\" failed

原因 : リソースが予想どおりにスイッチバックされません

でした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010102 ERRO-
R

adminmachine not specified 原因 : 「getlocks」操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。通常の操作でこのエラーが発生した場合は、サ

ポートに問い合わせてください。

010107 WARN Lock for $m is ignored because
system is OOS

原因 :ロックが作成されたシステムがアクティブではな

いため、ロックは無視されました。

処置 :関連するエラーをログで確認してください。これ

は無害なエラーの可能性もあります。

010108 ERRO-
R

lock acquisition timeout 原因 :ロックの取得に予想よりも時間がかかりまし

た。または許容時間を超えました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010109 ERRO-
R

could not get admin locks."`cat
/tmp/ER$$`

原因 : ソフトウェアは、リソースの管理に必要なロック

の取得に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010112 ERRO-
R

lcdrcp failed with error
no:$LCDRCPRES

原因 : ファイルを別のサーバにコピーできませんでし

た。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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010116 ERRO-
R

unable to set !lkstop flag 原因 :サーバがユーザの要求によって停止されている

ことを示すためのフラグを設定できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010121 ERRO-
R

Extended logs aborted due to a
failure in opening $destination.
($syserrmsg

原因 :拡張ログファイルを開くときに、ユーティリティ

「lkexterrlog」が失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010132 ERRO-
R

Unable to retrieve reservation id
from "%s".Error:"%s".Attempting
to regenerate.

原因 : SCSI 3 Persistent Reservationsに使用する

一意の IDの取得元のファイル

/opt/LifeKeeper/config/.reservation_idを開くことがで

きません。

処置 :なしIDの再生成とファイルの更新が試行され

ます。

010133 ERRO-
R

No reservation ID exists in "%s".A
new ID must be generated by
running "%s/bin/genresid -g" on
"%s".

原因 :一意のリザベーション IDが定義されていませ

ん。

処置 : このノードのすべてのリソースを out of service
にしてから、「/opt/LifeKeeper/bin/genresid -g」を実行

して一意のリザベーション IDを生成してください。。

010134 ERRO-
R

LifeKeeper does not appear to be
running.Unable to determine the
uniqueness of the reservation ID
within the cluster.

原因 : リザベーション IDが一意かどうかを確認する試

行の実行時に、LifeKeeperが動作していませんでし

た。

処置 : LifeKeeperを起動し、

「/opt/LifeKeeper/bin/genresid -v」を実行して一意

性の確認を再実行してください。

010135 ERRO-
R

The current reservation ID of "%s"
is not unique within the cluster.A
new ID must be generated by
running "%s/bin/genresid -g" on
"%s".

原因 :システムに定義されたリザベーション IDは、クラ

スタ内で一意でないため、使用できません。

処置 : このノードのすべてのリソースを out of service
にしてから、「/opt/LifeKeeper/bin/genresid -g」を実行

して一意のリザベーション IDを生成してください。。
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010136 ERRO-
R

Unable to store reservation id in
"%s".Error:"%s"

原因 : SCSI 3 Persistent Reservationsに使用する

一意の IDの保存先のファイル

/opt/LifeKeeper/config.reservation_idを開くことがで

きません。

処置 : ファイルを開くことに失敗した理由としてリストさ

れているエラーを修正し、このノードのすべてのリソー

スを out of serviceにしてから、

「/opt/LifeKeeper/bin/genresid -g」を実行して新しい

一意のリザベーション IDを生成してください。

010137 ERRO-
R

Failed to generate a reservation ID
that is unique within the cluster.

原因 :生成したリザベーション IDはすでにクラスタ内

の別のノードに定義されています。リザベーション ID
はクラスタ内で一意である必要があります。

処置 : このノードのすべてのリソースを out of service
にしてから、「/opt/LifeKeeper/bin/genresid -g」を実行

して新しい一意のリザベーション IDを生成してくださ

い。

010222 ERRO-
R

scsifree(%s):LKSCSI_Release
(%s) unsuccessful

原因 : リザーブされていると思われるSCSIデバイスは

予想どおりに解放されませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。システムが正常に機

能している場合、このエラーは無害な可能性があり

ます。

010231 ERRO-
R

scsiplock(%s): reserve failed. 原因 : SCSIデバイスでリザーブを取得できませんでし

た)

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010250 ERRO-
R

Failed to exec command '%s' 原因 : 「lklogmsg」ツールがサブコマンド {command}
の実行に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。サブコマンドが存在

しており、有効なコマンドまたはプログラムであることを

確認してください。通常の操作でこのメッセージが表

示された場合は、サポートに問い合わせてください。
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010402 EMER-
G

local recovery failure on resource
$opts{'N'}, trigger VMware HA...

原因 : LifeKeeper Single Server Protectionの動作

中に、リソースを復旧できませんでした。(VMware-
HAが有効になっている場合は)障害を処理するた

めにVMware-HAが間もなくトリガされます。

処置 :処置は必要ありません。VMwareが障害を処

理します。

010413 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT: cat
/tmp/err$$

原因 : これは、失敗した可能性がある「snmptrap」コ
マンドの結果です。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010420 EMER-
G

local recovery failure on resource
$opts{'N'}, trigger reboot...

原因 : LifeKeeper Single Server Protectionの動作

中に、リソースを復旧できませんでした。障害を処理

するために再起動が間もなくトリガされます。

処置 :処置は必要ありません。

010440 ERRO-
R

[$SUBJECT event] mail returned
$err

原因 : これは、通知電子メールを「mail」コマンドで送

信できなかったことを示します。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010443 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT: cat
/tmp/err$$

原因 : これは、失敗した可能性がある「mail」コマンド

の結果です。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010445 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT: cat
/tmp/err$$

原因 : これは、失敗した可能性がある「mail」コマンド

の結果です。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010463 ERRO-
R

LifeKeeper: name of machine is not
specified, ARGS=$ARGS

原因 : 「comm_down」イベントで無効な引数が指定

されました。

処置 : LifeKeeper設定を確認し、操作を再試行し

てください。
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010471 ERRO-
R

COMM_DOWN:Attempt to obtain
local comm_down lock flag failed

原因 :別のノードとの通信障害の処理中に、ローカ

ルロックを取得できませんでした。これにより、フェイル

オーバの処理が中断されます。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。フェイルオーバが正

常に実行されない場合は、サポートに問い合わせて

ください。

010482 ERRO-
R

LifeKeeper: name of machine is not
specified, ARGS=$ARGS

原因 : 「comm_up」イベントで無効な引数が指定さ

れました。

処置 : LifeKeeper設定を確認し、操作を再試行し

てください。

010484 WARN flg_list -d $MACH check timed-out
($delay seconds).

原因 : 「flg_list」コマンドがタイムアウト値 {delay}秒に

達しました。

010487 WARN flg_list -d $MACH check timed-out,
unintended switchovers may
occur.

原因 : 「flg_list」コマンドがタイムアウト値に達しまし

た。

処置 :意図しないスイッチオーバが発生した場合は、

リソースツリーをスイッチバックします。

010492 WARN $m 原因 :他のサーバのいずれかが、このサーバ {server}
には稼働していないように見えますが、Witnessサー

バが承諾していません。

処置 :他のサーバが稼働していないことを確認し、リ

ソースを手動でスイッチオーバしてください。

010494 ERRO-
R

LifeKeeper:COMM_UP tomachine
$MACH completed with errors.

原因 : 「COMM_UP」イベントの間に、予期しない障

害が発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

010503 ERRO-
R

lcdrecover hung or returned error,
attempting kill of process $FPID

原因 : 「lcdrecover」の処理に時間がかかりすぎてい

るか、エラーアウトしています。

010506 ERRO-
R

Intelligent Switchback Check
Failed

原因 : 「lcdrecover」を 5回実行し、いずれも失敗し

ました。

処置 : リソースツリーを手動でスイッチオーバしてくださ

い。

010508 ERRO-
R

[$SUBJECT] sent to $LK_
NOTIFY_ALIAS

原因 : このメッセージは情報提供の目的でのみ表示

されます。

010600 ERRO-
R

removing hierarchy remnants
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010627 WARN Equivalency Trim: does not have a
full complement of
equivalencies.Hierarchy will be
unextended from

010629 WARN Your hierarchy exists on only one
server.Your application has no
protection until you extend it to at
least one other server.

010712 ERRO-
R

Unextend hierarchy failed 原因 :サーバからリソース階層を拡張できませんでし

た。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

010746 ERRO-
R

$ERRMSGTarget machine
\"$TARGET_MACH\" does not
have an active LifeKeeper
communication path tomachine
\"$aMach\" in the hierarchy.">&2

原因 : ターゲットサーバがクラスタ内の他のサーバと適

切に通信していないため、階層を拡張できません。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。すべてのサーバが相

互にコミュニケーションパスを持っていることを確認して

ください。

011000 ERRO-
R

appremote: unknown command
type%d('%c')\n

原因 :内部エラー。

処置 :製品を再起動してください。

011001 ERRO-
R

depremote: unknown command
type%d('%c')\n

原因 :内部エラー。

処置 :製品を再起動してください。

011002 ERRO-
R

eqvremote: unknown command
type%d('%c')\n

原因 :内部エラー。

処置 :製品を再起動してください。

011003 ERRO-
R

flgremote: unknown command type
%d('%c')\n

原因 :内部エラー。

処置 :製品を再起動してください。

011004 WARN Illegal creation of resource 原因 : これは、通常の状態では発生しません。

011011 FATAL %s 原因 : LifeKeeperは IPCキーを取得できませんでし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

011012 FATAL semget(%s,%c 原因 : LifeKeeperはセマフォ設定 IDを取得できませ

んでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。
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011013 FATAL shmget(%s,%c 原因 :システムは共有メモリセグメントを割り当てるこ

とができませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

011014 FATAL prefix_lkroot("out" 原因 : /opt/LifeKeeper/outにアクセス中に、システム

エラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeper/outにアクセスできない理由を

特定してください。

011015 ERRO-
R

DEMO_UPGRADE_MSG 原因 :デモライセンスを実行しています。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011016 ERRO-
R

lic_single_node_msg 原因 : LifeKeeper Single Server Protectionのライセ

ンスがありますが、LifeKeeper Single Server
Protectionがインストールされていません。

処置 : LifeKeeper Single Server Protectionをインス

トールするか、実行している製品に適合するライセン

スを入手してください。

011017 ERRO-
R

lic_init_fail_msg, "flex_init failed" 原因 : ライセンスマネージャの初期化に失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

011018 ERRO-
R

lic_init_fail_msg, lc_errstring(lm_
job

原因 : ライセンスマネージャの初期化に失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

011019 EMER-
G

lic_init_fail_msg, "flex_init failed" 原因 : ライセンスマネージャの初期化に失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

011020 EMER-
G

lic_init_fail_msg, lc_errstring(lm_
job

原因 : ライセンスマネージャの初期化に失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。
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011021 EMER-
G

lic_error_msg, lc_errstring(lm_job 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011022 EMER-
G

lic_error_msg, lc_errstring(lm_job 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011023 EMER-
G

lic_no_rest_suite, "" 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011024 EMER-
G

lic_error_msg, lc_errstring(lm_job 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011025 EMER-
G

lic_no_license, "" 原因 : LifeKeeperは有効なライセンスキーを見つけら

れませんでした。

処置 : ライセンスキーがサーバに対して有効であること

を確認し、操作を再試行してください。

011026 EMER-
G

lic_error_msg, lc_errstring(lm_job 原因 : ライセンスに不明な問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011027 EMER-
G

lic_no_license, "" 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011028 ERRO-
R

lang_error_msg 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011029 FATAL can't set reply system 原因 : メッセージの送信に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。これは一時的なエラーの可能性もあります。

011030 FATAL can't set reply mailbox 原因 : メッセージの送信に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。これは一時的なエラーの可能性もあります。
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011031 ERRO-
R

Failure reading output of '%s' on
behalf of %s

原因 :一時ファイル /tmp/OUT.{pid}にアクセスしてい

る際にシステムエラーが発生しました。

処置 : /tmp/OUT.{pid}にアクセスできない理由を特

定してください。

011032 ERRO-
R

Failure reading output of '%s' 原因 :一時ファイル /tmp/ERR.{pid}にアクセスしてい

る際にシステムエラーが発生しました。

処置 : /tmp/ERR.{pid}にアクセスできない理由を特

定してください。

011033 ERRO-
R

event \"%s,%s\" already posted for
resource with id \"%s\"

原因 : このメッセージは情報提供の目的でのみ表示

されます。

011034 ERRO-
R

no resource has id of \"%s\" 原因 : LifeKeeperは {id}リソースを見つけられません

でした。

処置 :パラメータを確認し、「sendevent」操作を再試

行してください。

011044 ERRO-
R

flagcleanup:fopen(%s 原因 : /opt/LifeKeeper/config/flgを読み取っている際

にシステムエラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeper/config/flgを読み取ることがで

きない理由を特定してください。

011045 ERRO-
R

flagcleanup:fopen(%s 原因 : /opt/LifeKeeper/config/flgを書き込んでいる

際にシステムエラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeper/config/flgを書き込むことがで

きない理由を特定してください。

011046 ERRO-
R

flagcleanup:fputs(%s 原因 : /opt/LifeKeeper/config/flgを書き込んでいる

際にシステムエラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeper/config/flgを書き込むことがで

きない理由を特定してください。

011047 ERRO-
R

flagcleanup:rename(%s,%s 原因 : /opt/LifeKeeper/config/.flg to
/opt/LifeKeeper/config/flgの名前を変更している際

にシステムエラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeper/config/flgの名前を変更でき

ない理由を特定してください。

011048 ERRO-
R

flagcleanup:chmod(%s 原因 : /opt/LifeKeeper/config/flgの権限を変更して

いる際にシステムエラーが発生しました。

処置 : LifeKeeperが /opt/LifeKeeper/config/flgの権

限を変更できない理由を特定してください。
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011049 ERRO-
R

License check failed with error
code%d

原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011051 ERRO-
R

lcdinit: clearing Disk Reserve file
failed

原因 :
/opt/LifeKeeper/subsys/scsi/resources/disk/disk.re
serveを書き込んでいる際にシステムエラーが発生し

ました。

処置 :
/opt/LifeKeeper/subsys/scsi/resources/disk/disk.re
serveを書き込むことができない理由を特定してくだ

さい。

011052 FATAL malloc() failed 原因 :システムは LifeKeeper用にメモリを割り当てら

れませんでした。

処置 :データセグメントのプロセスの上限を増やしてく

ださい。

011053 FATAL lcm_is_unavail 原因 : /tmp/LK_IS_UNAVAILを書き込んでいる際に

システムエラーが発生しました。

処置 : /tmp/LK_IS_UNAVAILを書き込むことができ

ない理由を特定してください。

011054 FATAL lk_is_unavail 原因 : /opt/LifeKeeper/config/LK_IS_ONを書き込ん

でいる際にシステムエラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeper/config/LK_IS_ONを書き込む

ことができない理由を特定してください。

011055 FATAL usr_alarm_config_LK_IS_ON 原因 : /tmp/LCM_IS_UNAVAIを書き込んでいる際

にシステムエラーが発生しました。

処置 : /tmp/LCM_IS_UNAVAIを書き込むことができ

ない理由を特定してください。

011056 ERRO-
R

License check failed with error
code%d

原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011057 ERRO-
R

lcdremote: unknown command
type%d('%c')\n

原因 : メッセージの受信に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。これは一時的なエラーの可能性もありますが、

このエラーが続き、サーバが通信できない場合は、

サーバのネットワーク設定を確認してください。
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011059 FATAL Could not write to:%s 原因 : /opt/LifeKeeper/config/LK_START_TIMEに

アクセスしている際にシステムエラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeper/config/LK_START_TIMEに

アクセスできない理由を特定してください。

011060 FATAL received NULLmessage 原因 : メッセージの受信に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。これは一時的なエラーの可能性もありますが、

このエラーが続き、サーバが通信できない場合は、

サーバのネットワーク設定を確認してください。

011061 ERRO-
R

unknown data type%d('%c') on
machine \"%s\"\n

原因 : メッセージの受信に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。これは一時的なエラーの可能性もありますが、

このエラーが続き、サーバが通信できない場合は、

サーバのネットワーク設定を確認してください。

011062 WARN LifeKeeper shutdown in
progress.  Unable to perform
failover recovery processing for
%s\n

原因 : LifeKeeperはシャットダウン中に所定のリソー

スをフェイルオーバできませんでした。

処置 : リソースツリーを別のサーバに手動でスイッチ

オーバしてください。

011063 WARN LifeKeeper resource initialization in
progress.  Unable to perform
failover recovery processing for
%s\n

原因 : LifeKeeperは起動中に所定のリソースをフェイ

ルオーバできませんでした。

処置 : LifeKeeperが起動したら、リソースツリーを手

動でスイッチオーバしてください。

011068 ERRO-
R

ERROR on command%s 原因 : 「rlslocks」コマンドの実行中にエラーが発生し

ました。

処置 :隣接するメッセージで詳細を確認してくださ

い。

011070 ERRO-
R

ERROR on command%s 原因 : 「getlocks」コマンドの実行中にエラーが発生し

ました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

011081 FATAL Failed to ask ksh to run:%s 原因 : kshの呼び出し中にシステムエラーが発生しま

した。

処置 : pdksh (v8.0以前 )または steeleye-pdksh
(v81以降 )のパッケージ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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011082 ERRO-
R

Failed to remove:%s 原因 : /tmp/LCM_IS_UNAVAILを削除している際に

システムエラーが発生しました。

処置 : /tmp/LCM_IS_UNAVAILを削除できない理

由を特定してください。

011083 ERRO-
R

Failed to remove:%s 原因 : /tmp/LK_IS_UNAVAILをリンク解除している

際にシステムエラーが発生しました。

処置 : /tmp/LK_IS_UNAVAILをリンク解除できない

理由を特定してください。

011084 FATAL Failed to generate an IPC key
based on:%s

原因 : /opt/LifeKeeperにアクセス中に、システムエ

ラーが発生しました。

処置 : /opt/LifeKeeperにアクセスできない理由を特

定してください。

011085 ERRO-
R

semget(%s,%c) failed 原因 :セマフォを削除している際にシステムエラーが

発生しました。

処置 :セマフォを手動で削除してください。

011086 ERRO-
R

shmget(%s,%c) failed 原因 :共有メモリセグメントを削除している際にシス

テムエラーが発生しました。

処置 :共有メモリセグメントを手動で削除してくださ

い。

011087 ERRO-
R

semctl(IPC_RMID) failed 原因 :セマフォを削除している際にシステムエラーが

発生しました。

処置 :セマフォを手動で削除してください。

011088 ERRO-
R

shmctl(IPC_RMID) failed 原因 :共有メモリセグメントを削除している際にシス

テムエラーが発生しました。

処置 :共有メモリセグメントを手動で削除してくださ

い。

011089 FATAL Execution of lcdstatus on remote
system <%s> failed\n

原因 : リモート {node}がダウンし、ネットワークからアク

セスできません。または、リモートノードで別のシステム

に問題が発生しています。

処置 : リモートノードをオンラインにするか、隣接する

メッセージで詳細を確認するか、リモートノードのログ

で詳細を確認してください。

011091 WARN 原因 : これは、通常の状態では発生しません。
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011092 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

011093 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

011094 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

011095 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

011096 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

011097 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011098 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011099 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011100 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011101 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011102 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。
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011103 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011104 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011105 FATAL 原因 : ライセンスに問題があります。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

011111 ERRO-
R

action \"%s\" on resource with tag
\"%s\" has failed

原因 : リソース {tag}のアクション {action}に失敗しま

した。

処置 :隣接するメッセージで詳細を確認してくださ

い。

011112 ERRO-
R

原因 : LifeKeeperはネットワークデバイスを見つけられ

ませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

011117 ERRO-
R

sysremote: system \"%s\" not
found on \"%s\"

原因 :無効なシステム名が指定されました。

処置 :システム名を再確認し、コマンドを再実行して

ください。

011129 ERRO-
R

Failure during run of '%s' on behalf
of %s

原因 : コマンドの実行に失敗しました。

処置 : メッセージで詳細を確認し、問題を特定してく

ださい。

011130 ERRO-
R

%s 原因 : コマンド {command}が予期しない結果になり

ました。

処置 :隣接するエラーメッセージの内容に従って処置

を実行してください。

011131 EMER-
G

demo_update_msg 原因 :デモライセンスに問題があります。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011132 EMER-
G

demo_tamper_msg 原因 :デモライセンスで、時間の改ざんが検出されま

した。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。
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011133 EMER-
G

demo_tamper_msg 原因 :デモライセンスで、時間の改ざんが検出されま

した。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011134 EMER-
G

demo_expire_msg 原因 : この製品のデモライセンスが期限切れです。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011135 EMER-
G

demo_tamper_msg 原因 :デモライセンスで、時間の改ざんが検出されま

した。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011136 EMER-
G

buf 原因 :デモライセンスを実行しています。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011138 EMER-
G

buf 原因 :デモライセンスを実行しています。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011142 WARN LifeKeeper Recovery Kit %s
license key NOT FOUND

原因 : {kit}のApplication Recovery Kitのライセンス

が見つかりませんでした。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011150 ERRO-
R

COMMAND OUTPUT:%s 原因 : コマンド「eventslcm」が予期しない結果になり

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

011151 EMER-
G

&localebuf[3] 原因 : このバージョンのLifeKeeper Coreパッケージ

は、中華人民共和国内または日本国内での使用

に限られています。

011152 EMER-
G

Localized license failure 原因 :お客様のロケールと製品ライセンスが作成され

たロケールが一致していません。

処置 :サポートに問い合わせ、お客様のロケールに

合った新しいライセンスを入手してください。
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011154 EMER-
G

Single Node flag check failed. 原因 : LifeKeeper Single Server Protectionのライセ

ンスがありますが、LifeKeeper Single Server
Protectionがインストールされていません。

処置 : LifeKeeper Single Server Protectionをインス

トールするか、実行している製品に適合するライセン

スを入手してください。

011155 EMER-
G

lic_master_exp_msg, "" 原因 : この製品のライセンスキーが期限切れです。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011162 EMER-
G

lic_restricted_exp_msg, "" 原因 : この製品のライセンスキーが期限切れです。

処置 :サポートに問い合わせ、新しいライセンスを入

手してください。

011163 EMER-
G

Single Node license check failed 原因 : LifeKeeper Single Server Protectionのライセ

ンスがありますが、LifeKeeper Single Server
Protectionがインストールされていません。

処置 : LifeKeeper Single Server Protectionをインス

トールするか、実行している製品に適合するライセン

スを入手してください。

011164 EMER-
G

demo_expire_msg, DEMO_
UPGRADE_MSG

原因 : この製品のライセンスキーが期限切れです。

処置 :サポートに問い合わせ、製品のパーマネントラ

イセンスキーを入手してください。

015000 ERRO-
R

COMMAND
OUTPUT:/opt/LifeKeeper/sbin/ste-
eleye-lighttpd

原因 : 「steeleye-lighttpd」プロセスでエラーが発生し

ました。エラーの詳細は実際のログメッセージに記載

されています。

処置 :設定を修正すると、「steeleye-lighttpd」が自

動的に再起動します。

103001 ERRO-
R

LifeKeeper has detected an error
while trying to determine the node
number(s) of the DB partition
server(s) for the instance

原因 : db2nodes.cfgにサーバ名が含まれていませ

ん。

処置 : db2nodes.cfgが有効であることを確認してくだ

さい。

103002 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to get the
version for the requested instance
"%s"

原因 : 「db2level」コマンドがDB2のバージョンを返し

ませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。
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103003 ERRO-
R

LifeKeeper has detected an error
while trying to determine the node
number(s) of the DB partition
server(s) for the instance

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのノードを見つけることができませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103004 ERRO-
R

Unable to get the information for
resource "%s"

原因 : リソース情報の取得に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103005 ERRO-
R

Unable to get the information for
resource "%s"

原因 : リソース情報の取得に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103006 ERRO-
R

Unable to get the instance
information for resource "%s"

原因 : インスタンス情報の取得に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103007 ERRO-
R

Unable to get the instance home
directory information for resource
"%s"

原因 : インスタンスのホームディレクトリのパスの取得

に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103008 ERRO-
R

Unable to get the instance type
information for resource "%s"

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、無効なイ

ンスタンスタイプを見つけました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103009 ERRO-
R

LifeKeeper has encountered an
error while trying to get the
database configuration parameters
for database \"$DB\"

原因 : 「db2 get db cfg for $DB」コマンドの実行中に

予期しないエラーが発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

103012 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to start the
database server for instance "%s"

原因 :要求されたDB2インスタンスの起動が失敗し

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。レポートされているエ

ラーを修正してから、「restore」操作を再試行してく

ださい。

103013 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to start the
database server for instance "%s"

原因 :要求されたDB2インスタンスの起動が失敗し

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。レポートされているエ

ラーを修正してから、「restore」操作を再試行してく

ださい。
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103015 ERRO-
R

An entry for the home directory
"%s" of instance "%s" does not
exist in "/etc/fstab"

原因 :マルチパーティションのデータベースのインスタン

スのホームディレクトリは、「/etc/fstab」に存在する必

要があります。

処置 :ホームディレクトリが「/etc/fstab」に存在すること

を確認してください。

103016 ERRO-
R

LifeKeeper was unable tomount
the home directory for the DB2
instance "%s"

原因 :マルチパーティションのデータベースのインスタン

スのホームディレクトリをマウントできませんでした。

処置 :ホームディレクトリがマウントされていることを確

認し、操作を再試行してください。

103017 ERRO-
R

Unable to get the instance nodes
information for resource "%s"

原因 : インスタンスノードの取得に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103018 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to start
database partition server "%s" for
instance "%s"

原因 :要求されたDB2インスタンスの起動が失敗し

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。レポートされているエ

ラーを修正してから、「restore」操作を再試行してく

ださい。

103020 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to stop the
database server for instance "%s"

原因 :要求されたDB2インスタンスのシャットダウンが

失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。レポートされているエ

ラーを修正してから、「remove」操作を再試行してく

ださい。

103021 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to stop the
database server for instance "%s"

原因 :要求されたDB2インスタンスのシャットダウンが

失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。レポートされているエ

ラーを修正してから、「remove」操作を再試行してく

ださい。

103023 ERRO-
R

Unable to get the instance nodes
information for resource "%s"

原因 : インスタンスノードの取得に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。
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103024 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to stop
database partition server "%s" for
instance "%s"

原因 :要求されたDB2インスタンスのシャットダウンが

失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。レポートされているエ

ラーを修正してから、「remove」操作を再試行してく

ださい。

103026 ERRO-
R

Unable to get the instance nodes
information for resource "%s"

原因 : インスタンスノードの取得に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103027 FATAL The argument for the DB2 instance
is empty

原因 :作成操作で無効なパラメータが指定されまし

た。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103028 FATAL Unable to determine the DB2
instance home directory

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのホームディレクトリを特定できませんでした。

処置 : インスタンスの所有者の名前がインスタンス名

と同じであることを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103029 FATAL Unable to determine the DB2
instance type

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのタイプを特定できませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103030 FATAL LifeKeeper has detected an error
while trying to determine the node
number(s) of the DB partition
server(s) for the instance

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのノードを見つけることができませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103031 ERRO-
R

The path "%s" is not on a shared
filesystem

原因 : インスタンスのホームディレクトリは、共有ファイ

ルシステム上になければなりません。

処置 :パスが共有ファイルシステム上にあることを確

認し、作成操作を再試行してください。

103032 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to get the
DB tablespace containers for
instance "%s" or the log path for
one of its databases

原因 : LifeKeeperはデータベースのテーブルスペースコ

ンテナの場所を特定できなかったか、コンテナがマウン

ト済みのファイルシステム上のパスにあることを確認で

きませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。レポートされているエ

ラーを修正してから、「create」操作を再試行してくだ

さい。
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103033 ERRO-
R

The path "%s" is not on a shared
filesystem

原因 :データベースのテーブルスペースコンテナのパス

は、共有ファイルシステム上になければなりません。

処置 :データベースのテーブルスペースコンテナが共有

ファイルシステム上にあることを確認し、操作を再試

行してください。

103034 ERRO-
R

A DB2Hierarchy already exists for
instance "%s"

原因 : LifeKeeperによってすでに保護されている

DB2インスタンスを保護しようとしました。

処置 :別のDB2インスタンスを LifeKeeperの保護用

に選択する必要があります。

103035 ERRO-
R

The file system resource "%s" is
not in-service

原因 : DB2リソースが依存するファイルシステムは in
serviceである必要があります。

処置 : ファイルシステムリソースが in serviceであること

を確認して、「create」操作を再試行してください。

103036 ERRO-
R

Unable to create the hierarchy for
raw device "%s"

原因 : LifeKeeperは、リソース {raw device}を作成で

きませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから「create」操作を再試行する必要があ

ります。

103037 ERRO-
R

A RAW hierarchy does not exist for
the tag "%s"

原因 : LifeKeeperは、raw リソース {tag}を見つけられ

ませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103038 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to create a
dependency between the DB2
hierarchy "%s" and the Raw
hierarchy "%s"

原因 :要求された親 DB2リソースと子 Raw リソース

との間の依存関係の作成に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから、「create」操作を再試行してください。

103039 ERRO-
R

LifeKeeper could not disable the
automatic startup feature of DB2
instance "%s"

原因 : DB2の設定を更新しようとして、予期しない

エラーが発生しました。

処置 :システム起動時にインスタンスが自動で起動

されないようにするために、DB2AUTOSTARTを手

動で更新する必要があります。

103040 ERRO-
R

DB2 version "%s" is not installed
on server "%s"

原因 : LifeKeeperはDB2のインストール場所を見つ

けられませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。
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103041 ERRO-
R

The instance owner "%s" does not
exist on target server "%s"

原因 : 「canextend」操作または「extend」操作の間

に、テンプレートサーバからDB2インスタンスの所有

者を取得できませんでした。

処置 :指定したサーバにDB2インスタンスの所有者

が存在していることを確認してください。所有者が存

在しない場合、クラスタ内のすべてのサーバで、同じ

uidおよびgidを使用して作成する必要があります。

103042 ERRO-
R

The instance owner "%s" uids are
different on target server "%s" and
template server "%s"

原因 : DB2インスタンスの所有者 {user}のターゲット

サーバ {target server}のユーザ IDが、テンプレート

サーバ {template server}のユーザ {user}の値と一致

しません。

処置 : DB2インスタンスの所有者 {user}のユーザ ID
はクラスタ内のすべてのサーバで一致している必要が

あります。ユーザ IDの不一致をすべてのサーバで手

動で修正し、「canextend」操作を再試行する必要

があります。

103043 ERRO-
R

The instance owner "%s" gids are
different on target server "%s" and
template server "%s"

原因 : DB2インスタンスの所有者 {user}のターゲット

サーバ {target server}のグループ IDが、テンプレート

サーバ {template server}のユーザ {user}の値と一致

しません。

処置 : DB2インスタンスの所有者 {user}のグループ

IDはクラスタ内のすべてのサーバで一致している必

要があります。グループ IDの不一致をすべてのサー

バで手動で修正し、「canextend」操作を再試行す

る必要があります。

103044 ERRO-
R

The instance owner "%s" home
directories are different on target
server "%s" and template server
"%s"

原因 : ターゲットサーバ {target server}のユーザ {user}
のホームディレクトリが、テンプレートサーバ {template
server}のDB2インスタンスの所有者のホームディレク

トリと一致しません。

処置 : DB2インスタンスの所有者 {user}のホームディ

レクトリは、クラスタ内のすべてのサーバで一致してい

る必要があります。ディレクトリの不一致をすべての

サーバで手動で修正し、「canextend」操作を再試

行する必要があります。

103045 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to get the
DB2 "SVCENAME" parameter for
the DB2 instance

原因 : 「db2 get dbm cfg」コマンドの実行中に予期し

ないエラーが発生しました。

処置 : DB2の設定を確認してください。
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103046 ERRO-
R

Unable to get the value of the DB2
"SVCENAME" parameter for the
DB2 instance%s.

原因 : DB2の「SVCENAME」パラメータがnullに設

定されています。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103047 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to get the
contents of the "/etc/services" file
on the server "%s"

原因 :テンプレートサーバの「/etc/services」に、DB2
インスタンスのサービス名が含まれていません。

処置 : 「/etc/services」内にあるDB2インスタンスの

サービス名は、クラスタ内のすべてのサーバで一致し

ている必要があります。サービス名の不一致をすべて

のサーバで手動で修正し、「canextend」操作を再試

行する必要があります。

103048 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to get the
contents of the "/etc/services" file
on the server "%s"

原因 : ターゲットサーバの「/etc/services」に、DB2イ
ンスタンスのサービス名が含まれていません。

処置 : 「/etc/services」内にあるDB2インスタンスの

サービス名は、クラスタ内のすべてのサーバで一致し

ている必要があります。サービス名の不一致をすべて

のサーバで手動で修正し、「canextend」操作を再試

行する必要があります。

103049 ERRO-
R

The "/etc/services" entries for the
instance "%s" are different on
target server "%s" and template
server "%s"

原因 : インスタンスの「/etc/services」エントリに不一

致があります。

処置 : 「/etc/services」内にあるDB2インスタンスの

サービス名は、クラスタ内のすべてのサーバで一致し

ている必要があります。サービス名の不一致をすべて

のサーバで手動で修正し、「canextend」操作を再試

行する必要があります。

103050 ERRO-
R

The home directory "%s" for
instance "%s" is not mounted on
server "%s"

原因 : LifeKeeperはマルチパーティションインスタンス

用のdb2nodes.cfgを見つけられませんでした。

処置 :ホームディレクトリがマウントされていることを確

認し、操作を再試行してください。

103051 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 :テンプレートサーバからのリソース情報の取得

に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

103052 ERRO-
R

LifeKeeper was unable to add
instance "%s" and/or its variables
to the DB2 registry

原因 : 「db2iset」コマンドの実行中に予期しないエ

ラーが発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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103054 ERRO-
R

Unable to determine the DB2
instance type

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのタイプを特定できませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103055 ERRO-
R

LifeKeeper has detected an error
while trying to determine the node
number(s) of the DB partition
server(s) for the instance

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのノードを見つけることができませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103060 ERRO-
R

Unable to determine the DB2
instance home directory

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのホームディレクトリを特定できませんでした。

処置 : インスタンスの所有者の名前がインスタンス名

と同じであることを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103061 ERRO-
R

Unable to determine the DB2
instance type

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのタイプを特定できませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103062 ERRO-
R

LifeKeeper has detected an error
while trying to determine the node
number(s) of the DB partition
server(s) for the instance

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスの該当するノードを見つけることができませんで

した。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103063 ERRO-
R

Unable to determine the DB2
install path

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、そのインス

タンスのDB2を見つけることができませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103065 ERRO-
R

Invalid input provided for "%s"
utility operation, characters are not
allowed.

原因 : 「nodes」コマンドで無効なパラメータが指定さ

れました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103066 ERRO-
R

Unable to get the information for
resource "%s"

原因 : LifeKeeperは、リソース {tag}を見つけられませ

んでした。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103067 ERRO-
R

The DB2 instance "%s" is not a
EEE orMultiple Partition instance

原因 : リソースタグ {tag}はシングルパーティションインス

タンスです。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。
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103069 ERRO-
R

Node "%s" is already protected by
this hierarchy

原因 : 「nodes」コマンドで無効なパラメータが指定さ

れました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103070 ERRO-
R

Node number "%s" is the last
remaining node protected by
resource "%s".Deleting all nodes is
not allowed.

原因 : 「nodes」コマンドで無効なパラメータが指定さ

れました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103071 ERRO-
R

LifeKeeper is unable to get the
equivalent instance for resource
"%s"

原因 : 「nodes」コマンドの実行中に予期しないエラー

が発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

103072 ERRO-
R

Unable to set NodesInfo for
resource "%s" on "%s"

原因 : 「nodes」コマンドの実行中に予期しないエラー

が発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

103073 ERRO-
R

Unable to set NodesInfo for
resource "%s" on "%s"

原因 : 「nodes」コマンドの実行中に予期しないエラー

が発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

103076 ERRO-
R

Unable to determine the DB2
instance type

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのタイプを特定できませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。

103077 ERRO-
R

Unable to determine the DB2
instance home directory

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのホームディレクトリを特定できませんでした。

処置 : インスタンスの所有者の名前がインスタンス名

と同じであることを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103078 ERRO-
R

The database server is not running
for instance "%s"

原因 : DB2インスタンスのプロセスチェックで、実行中

のプロセスが見つかりませんでした。

処置 : DB2インスタンスを開始してください。

103079 ERRO-
R

LifeKeeper has detected an error
while trying to determine the node
number(s) of the DB partition
server(s) for the instance

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのノードを見つけることができませんでした。

処置 : DB2の設定を確認してください。
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103080 ERRO-
R

One ormore of the database
partition servers for instance "%s"
is down

原因 :すべてのデータベースパーティションサーバが実

行されている必要があります。

処置 :すべてのデータベースパーティションサーバが実

行されていることを確認し、操作を再試行してくださ

い。

103082 ERRO-
R

Failed to create flag "%s" 原因 : DB2ローカルリカバリ処理を制御するためのフ

ラグを作成しようとして、予期しないエラーが発生しま

した。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

103083 ERRO-
R

Failed to remove flag "%s" 原因 : DB2ローカルリカバリ処理を制御するためのフ

ラグを削除しようとして、予期しないエラーが発生しま

した。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

103084 ERRO-
R

Unable to determine the DB2
instance \"$Instance\" home
directory

原因 : DB2 Application Recovery Kitは、DB2インス

タンスのホームディレクトリを特定できませんでした。

処置 : インスタンスの所有者の名前がインスタンス名

と同じであることを確認し、操作を再試行してくださ

い。

104002 FATAL $msg 原因 : このメッセージは内部ソフトウェアエラーを示し

ます。

処置 :スタックトレースにエラーの原因が示されます。

104003 FATAL $self->Val('Tag') ." is not an SDR
resource"

原因 :非データレプリケーションリソースに対してデータ

レプリケーションアクションが実行されました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

104010 ERRO-
R

$self->{'md'}: bitmapmerge failed,
$action

原因 :ビットマップのマージ操作に失敗しました。

処置 : ターゲットサーバにミラーや保護されたファイル

システムがマウントされている可能性があります。また

は、ビットマップファイルがターゲットに見つからない可

能性があります。ターゲットサーバを確認してくださ

い。
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104022 ERRO-
R

$argv[1]: mdadm failed ($ret 原因 : 「mdadm」コマンドによるミラーへのデバイスの

追加に失敗しました。

処置 : これは通常、一時的な状態です。

104023 ERRO-
R

$_ 原因 : メッセージに「mdadm」コマンドの結果が含まれ

ています。

104025 ERRO-
R

failed to spawnmonitor 原因 :システムは、「mdadm -F」監視プロセスの開始

に失敗しました。これは、通常の状態では発生しま

せん。

処置 :システムを再起動し、競合の可能性があるも

のが解決されていることを確認してください。

104026 ERRO-
R

cannot create $md 原因 : ミラーデバイスを作成できませんした。

処置 :デバイスがまだ使用中ではないこと、およびミ

ラー作成用の他の全パラメータが正しいことを確認し

てください。

104027 ERRO-
R

$_ 原因 : このメッセージに「mdadm」コマンドの結果が含

まれています。

104035 ERRO-
R

Toomany failures.Aborting resync
of $md

原因 :正常範囲とは思われないほど長い時間、デ

バイスがビジー状態です。

処置 :システムを再起動し、デバイスがビジーではなく

なっていることを確認してください。

104036 ERRO-
R

Failed to start nbd-server on
$target (error $port

原因 : ターゲットサーバで nbd-serverプロセスを開始

できませんでした。

処置 : ターゲットディスクデバイスが使用可能であるこ

と、およびデバイス IDが変更されていないことを確認

してください。

104037 ERRO-
R

Failed to start compression (error
$port

原因 :システムは、「バランス」トンネルプロセスを開始

できませんでした。または、ネットワークに問題が発生

しました。

処置 :ネットワークが正常に実行されていること、およ

び10000～ 10512の範囲内にある TCPポートが

オープンで未使用の状態にあることを確認してくださ

い。ソフトウェアがすべてのシステムに正常にインス

トールされていることを確認してください。
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104038 ERRO-
R

Failed to start nbd-client on
$source (error $ret

原因 : nbd-clientプロセスをソースサーバで開始できま

せんでした。

処置 :レポートされている errno値を調べ、レポートさ

れている問題を解決してください。たとえば、errno値
110は「Connection timed out」(接続のタイムアウト )
を示します。これは、ネットワークかファイアウォールに

問題がある可能性があります。

104039 ERRO-
R

Failed to add $nbd to $md on
$source

原因 : これは通常、一時的な状態です。

処置 : このエラーが続く場合、システムを再起動し、

競合の可能性があるものを解決してください。

104045 ERRO-
R

failed to stop $self->{'md'} 原因 : ミラーデバイスを停止できませんした。

処置 :デバイスがビジーでないこと、またはマウントされ

ていないことを確認してください。「mdadm --stop」を
手動で実行し、デバイスを停止してください。

104048 WARN failed to kill $proc, pid $pid 原因 :プロセスをシグナル化できませんでした。これ

は、プロセスが終了していることを示している可能性

があります。

処置 :問題のプロセスが実行されていないことを確認

し、実行されている場合は、システムを再起動して、

終了できないプロセスを消去してください。

104050 ERRO-
R

Setting $name on $dest failed:$ret.
Please try again.

原因 :システムは「mirrorinfo」ファイル設定を設定で

きませんでした。

処置 :ネットワークとシステムを確認し、ミラー設定操

作を再試行してください。

104052 FATAL Specified existingmount point
"%s" is not mounted

原因 :マウントポイントがアンマウント状態になりまし

た。

処置 :マウントポイントがマウントされていることを確認

し、操作を再試行してください。

104055 ERRO-
R

Failed to set up temporary $type
access to data for $self->
{'tag'}.Error:$ret

原因 : ターゲットサーバでファイルシステムまたはデバイ

スを使用できません。ミラーされたデータは、ミラーが

一時停止してから再開されるまでターゲットサーバで

は使用できません。

処置 : ターゲットサーバを再起動し、競合の可能性

があるものを解決してください。
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104057 ERRO-
R

Failed to undo temporary access
for $self->{'tag'} on $self->
{'sys'}.Error:$ret. Please verify that
$fsid is not mounted on server
$self->{'sys'}.

原因 : ターゲットサーバでファイルシステムをアンマウン

トできませんでした。

処置 : ファイルシステムおよびデバイスがターゲットサー

バでビジーでないことを確認してください。ターゲット

サーバを再起動し、競合の可能性があるものを解

決してください。

104062 FATAL Cannot find a device with unique
ID "%s"

原因 : ターゲットディスクを識別できませんでした。

処置 :適切なストレージリカバリキットがターゲットサー

バにインストールされていることを確認してください。

ターゲットディスクのデバイス IDが変更されていないこ

とを確認してください。

104066 FATAL Cannot get the hardware ID of
device "%s"

原因 : ターゲットディスクデバイスの一意の IDが見つ

かりませんでした。

処置 :適切なストレージリカバリキットがターゲットサー

バにインストールされていることを確認してください。

ターゲットディスクのデバイス IDが変更されていないこ

とを確認してください。

104067 FATAL Asynchronous writes cannot be
enabled without a bitmap file

原因 :無効なパラメータでミラーを作成しようとしまし

た。

処置 :ビットマップファイルパラメータを指定するか、同

期書き込みを指定する必要があります。

104068 FATAL Failed to extend dependent
resource%s to system%s.Error
%s

原因 :階層の拡張操作に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

104070 FATAL Unable to extend themirror "%s" to
system "%s"

原因 :階層の拡張操作に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

104071 ERRO-
R

Failed to restore target device
resources on $target->{'sys'} :$err

原因 : ターゲットサーバで in service操作に失敗しま

した。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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104073 EMER-
G

WARNING:A temporary
communication failure has
occurred between systems %s and
%s.In order to avoid data
corruption, data resynchronization
will not occur.MANUAL
INTERVENTION IS
REQUIRED.In order to initiate
data resynchronization, you
should:1) Take one of the following
resources out of service (this
resource will become themirror
target):%s on%s or%s on%s.2)
Take the other resource out of
service (this resource will become
themirror source).3) Run
%s/bitmap -d%s on the system
that will becomemirror source.4)
Bring themirror in service on the
source system.A full resync will
occur.

原因 : ソースサーバとターゲットサーバの間で、一時的

な通信障害 (スプリットブレインシナリオ)が発生しま

した。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

104074 FATAL Cannot get the hardware ID of
device "%s"

原因 : ミラーに使用しようとしている基本のディスクデ

バイスを認識するストレージリカバリキットがありませ

ん。

処置 :適切なストレージリカバリキットがインストールさ

れていることを確認してください。必要に応じ、

/opt/LifeKeeper/subsys/scsi/resources/DEVNAME/
device_patternファイルにデバイス名を入れてくださ

い。

104081 FATAL Cannot make the%s filesystem on
"%s" (%d)

原因 : 「mkfs」コマンドが失敗しました。

処置 :ディスクデバイスが書き込み可能で、エラーが

ないこと、および選択したファイルシステムのファイルシ

ステムツールがインストールされていることを確認してく

ださい。

104082 FATAL %s 原因 : このメッセージに「mkfs」コマンドの結果が含ま

れています。

104083 FATAL Cannot create filesys hierarchy
"%s"

原因 : リソースの作成に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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104086 ERRO-
R

The "%s_data_corrupt" flag is set
in
"%s/subsys/scsi/resources/netrai-
d/" on system "%s".To avoid data
corruption, LifeKeeper will not
restore the resource

原因 :予期しないデータ破損を防ぐための警告デー

タとして data corrupt フラグファイルが設定されていま

す。ファイルが削除されるまで、このサーバ上のミラー

をリストアできません。

処置 :問題のサーバでデータが有効な場合、以下の

いずれかを実行できます。1)ファイルを削除してミラー

をリストアします。2) LifeKeeper GUIまたは「mirror_
action force」コマンドでミラーを強制的にオンラインに

します。

104092 ERRO-
R

Mirror target resourcemovement to
system%s : status %s

原因 :階層のスイッチオーバ操作に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

104099 ERRO-
R

Unable to unextend themirror for
resource "%s" from system "%s"

原因 :階層の拡張解除に失敗しました。

処置 : ターゲットサーバを再起動し、競合の可能性

があるものを解決して、操作を再試行します。

104106 ERRO-
R

remote 'bitmap -m' command failed
on $target->{'sys'}:$ranges

原因 : ターゲットサーバでビットマップマージコマンドが

失敗しました。これには、次の2つの原因が考えら

れます。1)ビットマップファイルが見つからないか、破損

している。2)ミラー( md)デバイスがターゲットでアクティ

ブになっている。

処置 : ミラーおよび保護されているファイルシステムが

ターゲットでアクティブになっていることを確認してくださ

い。ターゲットのビットマップファイルが見つからない場

合、ミラーを一時停止して再開し、ビットマップファイ

ルを再作成してください。

104107 ERRO-
R

Asynchronous writes cannot be
enabled without a bitmap file

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104108 ERRO-
R

Local Partition not available 原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104109 ERRO-
R

Cannot get the hardware ID of
device "%s"

原因 :ディスクデバイスの一意の IDを特定できません

でした。

処置 :適切なストレージリカバリキットがサーバにイン

ストールされていることを確認してください。ディスクの

デバイス IDが変更されていないことを確認してくださ

い。

104111 FATAL Insufficient input parameters for
"%s" creation

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。
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104112 FATAL Insufficient input parameters for
"%s" creation

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104113 FATAL Insufficient input parameters for
"%s" creation

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104114 FATAL Insufficient input parameters for
"%s" creation

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104115 FATAL Insufficient input parameters for
"%s" creation

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104117 FATAL Insufficient input parameters for
"%s" creation

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104118 FATAL Cannot unmount existingMount
Point "%s"

原因 :マウントポイントがビジーです。

処置 : ファイルシステムがビジーではないことを確認し

てください。ファイルシステムにアクセスする可能性が

あるプロセスまたはアプリケーションを停止してくださ

い。

104119 FATAL Invalid data replication resource
type requested ("%s"

原因 : ミラー作成操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

104124 EMER-
G

WARNING:A temporary
communication failure has
occurred between systems %s and
%s.In order to avoid data
corruption, data resynchronization
will not occur.MANUAL
INTERVENTION IS
REQUIRED.In order to initiate
data resynchronization, you should
take one of the following resources
out of service:%s on%s or%s on
%s.The resource that is taken out
of service will become themirror
target.

原因 : ソースサーバとターゲットサーバの間で、一時的

な通信障害 (スプリットブレインシナリオ)が発生しま

した。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

104125 ERRO-
R

failed to start '$cmd $_[2] $user_
args' on '$_[3]'

原因 :指定したコマンドが失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

104126 ERRO-
R

$_ 原因 : このメッセージに、メッセージ 104125で失敗し

たとレポートされているコマンドの結果が含まれていま

す。
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104129 ERRO-
R

The replication connection for
mirror "%s" (resource:"%s") is
down (reason:%s)

原因 : ミラーへのレプリケーションの接続がダウン状態

です。

処置 :ネットワークを確認してください。

104130 ERRO-
R

Mirror resize failed on%s (%s).You
must successfully complete this
operation before using the
mirror.Please try again.

原因 : ミラーのサイズ変更操作で、リストされたシステ

ム上にあるミラーのメタデータの更新に失敗しました。

処置 : ミラーを使用するには、サイズヘンコウを正常

に完了する必要があります。「mirror_resize」を再実

行してください (必要に応じて、強制実行する -fを
使用 )。

104136 ERRO-
R

Extend failed. 原因 :階層の拡張操作に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

104143 ERRO-
R

Mirror resumewas unsuccessful
($ret

原因 : ミラーを確立できませんした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

104144 ERRO-
R

Unable to stop themirror access
for $self->{'md'} on system $self->
{'sys'}.Error:$ret. Use the \"mdadm
--stop $self->{'md'}\" command to
manually stop themirror.

原因 : ミラーの一時停止時にターゲットノード上に作

成されたミラーデバイスを停止できませんでした。

処置 :デバイスがビジーでないこと、またはマウントされ

ていないことを確認してください。「mdadm --stop」を
手動で実行し、デバイスを停止してください。

104156 WARN Resynchronization of "%s" is in
PENDING state.Current sync_
action is:"%s"

原因 : mdデバイスの再同期がペンディング状態であ

ることが検出されました。

処置 : LifeKeeperは再同期を強制実行して問題の

修正を試行します。関連するエラーをログで確認し

てください。エラーを解決した後、 /proc/mdstatでペン

ディング状態がクリアされたこと、およびdatarepリソー

スの再同期が進行中であるか、完了したことを確認

してください。

122005 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s" 原因 : 「getlocks」の実行中に予期しないエラーが発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122007 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s" 原因 : 「rlslocks」の実行中に予期しないエラーが発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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122009 ERRO-
R

The path%s is not a valid file. 原因 : listener.oraファイルがありません。

処置 : ファイルが存在していることを確認し、操作を

再試行してください。

122010 ERRO-
R

The listener user does not exist on
the server%s.

原因 : 「Stat」コマンドでユーザ IDを取得できませんで

した。

処置 :操作を再試行してください。

122011 ERRO-
R

The listener user does not exist on
the server%s.

原因 : UIDがpasswdファイルにありません。

処置 : UIDがpasswdファイルに存在していることを

確認し、操作を再試行してください。

122012 ERRO-
R

The listener user does not exist on
the server%s.

原因 :ユーザ名がpasswdファイルにありません。

処置 :ユーザ名がpasswdファイルに存在しているこ

とを確認し、操作を再試行してください。

122023 ERRO-
R

The%s command failed (%d 原因 : このメッセージに「lsnrctl」コマンドの戻りコードが

含まれています。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122024 ERRO-
R

$line 原因 : メッセージに「lsnrctl」コマンドの結果が含まれ

ています。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122039 ERRO-
R

Usage error 原因 : リストア操作で無効なパラメータが指定されま

した。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122040 ERRO-
R

Script $cmd has hung on the
restore of \"$opt_t\".Forcibly
terminating.

原因 : リスナーの restoreスクリプトがタイムアウト値に

達しました。

処置 : listener.oraが有効であること、および

/etc/default/LifeKeeperのLSNR_START_TIME(デ
フォルトでは 35秒 )がリスナーの起動に必要な時間

以上の値に設定されていることを確認してください。

122041 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
をリストアできませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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122045 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : リソース情報の取得に失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122046 ERRO-
R

Usage error 原因 : リストア操作で無効なパラメータが指定されま

した。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122049 ERRO-
R

The script $cmd has hung on
remove of \"$opt_t\".Forcibly
terminating.

原因 : リスナーの removeスクリプトがタイムアウト値に

達しました。

処置 : listener.oraが有効であること、および

/etc/default/LifeKeeperのLSNR_STOP_TIME (デ
フォルトでは 35秒 )がリスナーの停止に必要な時間

以上の値に設定されていることを確認してください。

122051 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122055 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
に対して quickCheckを実行できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122057 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122064 WARN The%s level is set to%s a%s will
not occur.

原因 : リスナーの最低限の保護レベルは起動と監視

です。

処置 : リスナーを手動で起動してください。

122066 ERRO-
R

Script has hung checking
\"$tag\".Forcibly terminating.

原因 : リスナーのquickCheckスクリプトがタイムアウト

値に達しました。

処置 : listener.oraが有効であること、および

/etc/default/LifeKeeperのLSNR_STATUS_TIME
(デフォルトでは 15秒 )がリスナーの確認に必要な時

間以上の値に設定されていることを確認してくださ

い。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 429



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

122067 ERRO-
R

Usage error 原因 : quickCheck操作で無効なパラメータが指定

されました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122069 ERRO-
R

Usage error 原因 :削除操作で無効なパラメータが指定されまし

た。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122072 ERRO-
R

%s: resource "%s" not found on
local server

原因 :復旧操作で無効なパラメータが指定されまし

た。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122074 WARN The local recovery attempt has
failed but %s level is set to%s
preventing a failover to another
node in the cluster.With%s
recovery set all local recovery
failures will exit successfully to
prevent resource failovers.

原因 :オプションのリスナーリカバリレベルがローカルリカ

バリにのみ設定されています。

処置 : リソースツリーを手動でスイッチオーバしてくださ

い。

122078 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を復旧できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122082 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122083 ERRO-
R

$cmd has hung checking
\"$tag\".Forcibly terminating

原因 : recoverスクリプトがシグナルによって停止され

ました。

処置 : listener.oraが有効であることを確認してくださ

い。

122084 ERRO-
R

Cannot extend resource "%s" to
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を拡張できませんでした。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。
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122085 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : canextend操作で無効なパラメータが指定さ

れました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122086 ERRO-
R

The values specified for the target
and the template servers are the
same.Please specify the correct
values for the target and template
servers.

原因 : ターゲットサーバに指定した値とテンプレート

サーバに指定した値が同じです。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

122087 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122088 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : リソース情報からのリスナーユーザ名の取得に

失敗しました。

処置 : リソース情報フィールドが有効であることを確

認し、操作を再試行してください。

122089 ERRO-
R

The listener user%s does not exist
on the server%s.

原因 :ユーザ名がpasswdファイルにありません。

処置 :ユーザ名がpasswdファイルに存在しているこ

とを確認し、操作を再試行してください。

122090 ERRO-
R

The id for user%s is not the same
on template server%s and target
server%s.

原因 :ユーザ IDはどちらのサーバでも同じものにする

必要があります。

処置 :ユーザ IDを同じものにしてください。

122091 ERRO-
R

The group id for user%s is not the
same on template server%s and
target server%s.

原因 :グループ IDはどちらのサーバでも同じものにす

る必要があります。

処置 :グループ IDを同じものにしてください。

122092 ERRO-
R

Cannot access canextend script
"%s" on server "%s"

原因 : {server}で「canextend」スクリプトを見つけられ

なかったので、LifeKeeperは拡張前のチェックを実行

できませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122097 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「configActions」操作で無効な引数が指定さ

れました。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。

122098 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。
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122099 ERRO-
R

Unable to update the resource%s
to change the%s to%s on%s.

原因 : LifeKeeperは情報フィールドに情報を入力で

きませんでした。

処置 : LifeKeeperを再起動し、操作を再試行してく

ださい。

122100 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122101 ERRO-
R

Unable to update the resource%s
to change the%s to%s on%s.

原因 : LifeKeeperは {server}で情報フィールドに情

報を入力できませんでした。

処置 : {server}で LifeKeeperを再起動し、操作を再

試行してください。

122103 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 :作成操作で無効なパラメータが指定されまし

た。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122124 ERRO-
R

END failed hierarchy "%s" of
resource "%s" on server "%s" with
return value of %d

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を作成できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122126 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s 原因 : 「rlslocks」の実行中に予期しないエラーが発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122127 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を作成できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122129 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s 原因 : 「getlocks」の実行中に予期しないエラーが発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122131 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を作成できませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。
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122133 ERRO-
R

Unable to create a file system
resource hierarchy for the file
system%s.

原因 : 「filesyshier」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

122135 ERRO-
R

Unable to create a dependency
between parent tag%s and child
tag%s.

原因 : 「dep_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122140 ERRO-
R

Resource "%s" is not ISP on
server "%s" Manually bring the
resource in service and retry the
operation

原因 : リスナーリソースが依存する IP リソース {tag}は
ISPの必要があります。

処置 : メッセージテキストに記載されている手順を実

行してください。

122141 ERRO-
R

Unable to create a dependency
between parent tag%s and child
tag%s.

原因 : 「dep_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122144 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「create_ins」操作で無効なパラメータが指定

されました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122145 ERRO-
R

An error has occurred in utility %s
on server%s.View the LifeKeeper
logs for details and retry the
operation.

原因 : 「app_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122146 ERRO-
R

An error has occurred in utility %s
on server%s.LifeKeeperログで詳

細を確認し、操作を再試行してく

ださい。

原因 : 「typ_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122147 ERRO-
R

An error has occurred in utility %s
on server%s.LifeKeeperログで詳

細を確認し、操作を再試行してく

ださい。

原因 : 「newtag」の実行中に予期しないエラーが発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122148 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を作成できませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 433



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

122149 ERRO-
R

An error has occurred in utility %s
on server%s.View the LifeKeeper
logs for details and retry the
operation.

原因 : 「ins_setstate」の実行中に予期しないエラー

が発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122150 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を作成できませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122151 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「depstoextend」操作で無効な引数が指定さ

れました。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。

122152 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「extend」操作で無効なパラメータが指定され

ました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122153 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122154 ERRO-
R

Cannot extend resource "%s" to
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を拡張できませんでした。

122155 ERRO-
R

Resource with either matching tag
"%s" or id "%s" already exists on
server "%s" for App "%s" and Type
"%s"

原因 : リスナーリソースの拡張中に、同じ {tag}または

{id}で異なるリソースアプリケーションおよびタイプを使

用しているリソースインスタンスが見つかりました。

処置 : リソース IDは一意のものにする必要がありま

す。Oracle Listenerリソースインスタンスに合致する

IDのリソースインスタンスを削除してください。

122156 ERRO-
R

Cannot access extend script "%s"
on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でスクリプト EXTEND
が見つからなかったので、リソース階層を拡張できま

せんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122157 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「getConfigIps」操作で無効な引数が指定さ

れました。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。

122158 ERRO-
R

The file%s is not a valid listener
file.The file does not contain any
listener definitions.

原因 : リスナー定義が見つかりませんでした。

処置 : リスナー定義が listener.oraにあることを確認

し、操作を再試行してください。
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122159 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「getSidListeners」操作で無効な引数が指定

されました。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。

122160 ERRO-
R

The file%s is not a valid listener
file.The file does not contain any
listener definitions.

原因 : リスナー定義が見つかりませんでした。

処置 : リスナー定義が listener.oraにあることを確認

し、操作を再試行してください。

122161 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「lsn-display」操作で無効な引数が指定され

ました。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。

122162 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122163 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : updateHelper操作で無効なパラメータが指定

されました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122164 ERRO-
R

END failed hierarchy "%s" of
resource "%s" on server "%s" with
return value of %d

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を更新できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122166 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「updateHelper」操作で無効なパラメータが指

定されました。

処置 :パラメータを確認し、操作を再試行してくださ

い。

122170 ERRO-
R

Unable to create a dependency
between parent tag%s and child
tag%s.

原因 : 「dep_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122171 ERRO-
R

Unable to create a dependency
between parent tag%s and child
tag%s.

原因 : 「dep_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122172 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「updIPDeps」操作で無効な引数が指定され

ました。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。
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122173 ERRO-
R

END failed hierarchy "%s" of
resource "%s" on server "%s" with
return value of %d

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を更新できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122175 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s 原因 : 「rlslocks」の実行中に予期しないエラーが発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122177 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s 原因 : 「getlocks」の実行中に予期しないエラーが発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122180 ERRO-
R

Unable to create a dependency
between parent tag%s and child
tag%s.

原因 : 「dep_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122181 ERRO-
R

Unable to create a dependency
between parent tag%s and child
tag%s.

原因 : 「dep_create」の実行中に予期しないエラーが

発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122183 ERRO-
R

The path%s is not a valid file. 原因 : listener.oraファイルがありません。

処置 : ファイルが存在していることを確認し、操作を

再試行してください。

122185 ERRO-
R

The file%s is not a valid listener
file.The file does not contain any
listener definitions.

原因 : LifeKeeperは有効なリスナー定義の検索に

失敗しました。

処置 :有効なリスナー定義が listener.oraにあること

を確認し、操作を再試行してください。

122186 ERRO-
R

The value specified for%s cannot
be empty.Please specify a value
for this field.

原因 :設定ファイルまたは実行可能ファイルの {path}
フィールドが空です。

処置 :空でない値を {path}に入力し、操作を再試

行してください。

122187 ERRO-
R

The path%s is not a valid file or
directory.

原因 :定義済み {path}が無効です。

処置 : {path}が存在していることを確認し、操作を再

試行してください。
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122188 ERRO-
R

The path%s is not a valid file or
directory.

原因 : {path}がありません。

処置 : {path}が存在していることを確認し、操作を再

試行してください。

122189 ERRO-
R

The value specified for%s cannot
be empty.Please specify a value
for this field.

原因 :設定および実行パスフィールドが空です。

処置 : フィールドのパスを入力してください。

122190 ERRO-
R

Usage:%s %s 原因 : 「valid_rpath」操作で無効な引数が指定され

ました。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。

122191 ERRO-
R

The values specified for the target
and the template servers are the
same.

原因 : valid_rpathの無効な引数。

処置 :引数を確認し、操作を再試行してください。

122192 ERRO-
R

Unable to find the configuration file
"oratab" in its default locations,
/etc/oratab or%s on "%s"

原因 : /etc/oratabまたは {path}に oratabファイルがあ

りません。

処置 : oratabファイルが {path}にあること、または

/etc/default/LifekeeperのORACLE_ORATABLOC
が有効なパスに設定されていることを確認してくださ

い。

122193 ERRO-
R

Unable to find the configuration file
"oratab" in its default locations,
/etc/oratab or%s on "%s"

原因 : /etc/oratabまたは {path}に oratabファイルがあ

りません。

処置 : oratabファイルが {path}にあること、または

/etc/default/LifekeeperのORACLE_ORATABLOC
が有効なパスに設定されていることを確認してくださ

い。

122194 ERRO-
R

Unable to find the configuration file
"oratab" in its default locations,
/etc/oratab or%s on "%s"

原因 : /etc/oratabまたは {path}に oratabファイルがあ

りません。

処置 : oratabファイルが {path}にあること、または

/etc/default/LifekeeperのORACLE_ORATABLOC
が有効なパスに設定されていることを確認してくださ

い。

122195 ERRO-
R

Unable to find the configuration file
"oratab" in its default locations,
/etc/oratab or%s on "%s"

原因 : /etc/oratabまたは {path}に oratabファイルがあ

りません。

処置 : oratabファイルが {path}にあること、または

/etc/default/LifekeeperのORACLE_ORATABLOC
が有効なパスに設定されていることを確認してくださ

い。
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122196 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を削除できませんでした。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

122197 ERRO-
R

Unable to find the configuration file
\"oratab\" in its default locations,
/etc/oratab or $listener::oraTab on
\"$me\"

原因 : /etc/oratabまたは {path}に oratabファイルがあ

りません。

処置 : oratabファイルが {path}にあること、または

/etc/default/LifekeeperのORACLE_ORATABLOC
が有効なパスに設定されていることを確認してくださ

い。

122501 ERRO-
R

DB instance "%s" is already
protected on "%s".

原因 : {server}で LifeKeeperによってすでに保護され

ているOracleデータベースインスタンス {sid}を保護し

ようとしました。

処置 :別のデータベースインスタンス {sid}を
LifeKeeperの保護用に選択する必要があります。

122502 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :保護されているOracleインスタンスの内部表

現を作成中に予期しないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

122503 ERRO-
R

Unable to locate the oratab file
"%s" on "%s".

原因 : {server}のデフォルトまたは代替ロケーションで

oratabファイルが見つかりませんでした。

処置 : oratabファイルが存在しており、Oracleユーザ

の適切な権限を持っていることを確認してください。

「create」操作を完了するには有効な oratabファイル

が必要です。

122504 ERRO-
R

Unable to determine Oracle user
for "%s" on "%s".

原因 : Oracle Application Recovery KitはOracle
データベースインストールバイナリの所有権を特定で

きませんでした。

処置 : Oracleバイナリの所有者は {server}の有効な

非 rootユーザである必要があります。Oracleデータ

ベース所有権の権限と所有権を修正し、操作を再

試行してください。
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122505 ERRO-
R

TheOracle database "%s" is not
running or no open connections are
available on "%s".

原因 :データベースインスタンス {sid}が実行されてい

ません。またはデータベースへの接続が、指定された

認証情報では使用できませんでした。

処置 : 「create」操作を完了するには、データベースイ

ンスタンス {sid}を {server}で起動し、正しい認証情

報を指定する必要があります。

122506 ERRO-
R

Unable to determine Oracle
dbspaces and logfiles for "%s" on
"%s".

原因 :必要なテーブルスペース、ログファイル、関連

データベースファイルの場所を特定するクエリーが失

敗しました。これは、内部データベースエラーが原因

の可能性もあります。

処置 :隣接するログメッセージおよび関連エラーで詳

細を確認してください。Oracleログ (alert.log)および

関連トレースログ (*.trc)で詳細を確認し、レポートさ

れている問題を修正してください。

122507 ERRO-
R

Unknown chunk type found for
"%s" on "%s".

原因 :指定したテーブルスペース、ログファイル、また

は必要なデータベースファイルがLifeKeeperでサポー

トされているファイルまたはキャラクタデバイスタイプで

はありません。

処置 :指定したファイル {database_file}は既存の

キャラクタデバイスまたはファイルを参照する必要があ

ります。Oracleインストールドキュメントを参照し、指

定したファイル {database_file}を、サポートされている

ファイルまたはキャラクタデバイスタイプとして再作成し

てください。

122508 ERRO-
R

DB Chunk "%s" for "%s" on "%s"
does not reside on a shared file
system.

原因 :指定したテーブルスペース、ログファイル、また

はその他の必要なデータベースファイル {database_
file}は、クラスタ内の他のシステムと共有されている

ファイルシステムに存在します。

処置 : コミュニケーションパスが正常に作成されたこと

を確認するには、LifeKeeper UIまたは「lcdstatus
(1M)」を使用してください。ストレージ保護に必要な

アプリケーションリカバリキットがインストールされたこと

を確認するには、「rpm」を使用してください。ファイル

が実際には共有ストレージにないことを確認し、ない

場合は、共有ストレージデバイスに移動してくださ

い。
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122510 ERRO-
R

File system create failed for "%s"
on "%s".Reason

原因 : LifeKeeperは、指定したサーバ {server}でリ

ソース {filesystem}を作成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから「create」操作を再試行する必要があ

ります。

122511 ERRO-
R

%s 原因 : メッセージに「filesyshier」コマンドの結果が含

まれています。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122513 ERRO-
R

Dependency creation between
Oracle database "%s (%s)" and the
dependent resource "%s" on "%s"
failed.Reason

原因 : LifeKeeperは、データベースリソース {tag}と必
要な子リソース {childtag}との間に依存関係を作成

できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。問題が修正されている場

合は、{tag}と {childtag}との間の依存関係を手動で

作成できる可能性があります。

122514 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s" during
resource create.

原因 : Oracle Application Recovery Kitは、

「rlslocks」コマンドで管理ロックを解除できませんでし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

122516 ERRO-
R

Raw device resource created failed
for "%s" on "%s".Reason

原因 : LifeKeeperは、指定したサーバ {server}でリ

ソース {raw device}を作成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから「create」操作を再試行する必要があ

ります。

122519 ERRO-
R

In-service attempted failed for tag
"%s" on "%s".

原因 : {server}の {tag}に対する「perform_action」コ
マンドがデータベース {sid}の開始に失敗しました。 in
service操作に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから「create」操作を再試行する必要があ

ります。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 440



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

122521 ERRO-
R

Create of app "%s" on "%s" failed
with return code of "%d".

原因 :内部アプリケーションタイプを作成する「app_
create」コマンドの実行中にエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122522 ERRO-
R

Create of typ "%s" for app "%s" on
"%s" failed with return code of
"%d".

原因 :内部リソースタイプを作成する「typ_create」コ
マンドの実行中にエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122524 ERRO-
R

Setting "resstate" for resource
"%s" on "%s" failed with return
code of "%d".

原因 : リソースの状態を {state}に設定する「ins_
setstate」コマンドの実行中にエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122525 ERRO-
R

The values specified for the target
and the template servers are the
same:"%s".

原因 : 「extend」操作でターゲットサーバとテンプレート

サーバで指定した値が同じでした。

処置 : {target server}と {template server}に対して正

しいパラメータを指定する必要があります。{target
server}は、{tag}が拡張されるサーバです。

122526 ERRO-
R

Unable to locate the oratab file in
"/etc" or in "%s" on "%s".

原因 : {server}のデフォルトまたは代替ロケーションで

oratabファイルが見つかりませんでした。

処置 : oratabファイルが存在しており、Oracleユーザ

の適切な権限を持っていることを確認してください。

「extend」操作を完了するには有効な oratabファイ
ルが必要です。

122527 ERRO-
R

Unable to retrieve the Oracle user
on "%s".

原因 : 「canextend」操作または「extend」操作の間

に {template server}からOracleユーザを取得できま

せんでした。

処置 : Oracleバイナリの所有者は、{target server}と
{template server}の有効なユーザである必要があり

ます。Oracleデータベース所有権の権限と所有権を

修正し、操作を再試行してください。
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122528 ERRO-
R

TheOracle user and/or group
information for user "%s" does not
exist on the server "%s".

原因 : LifeKeeperは、サーバ {server}のOracleユー

ザ {user}に対してOracleユーザおよびグループ情報

を検索できません。

処置 :指定した {server}にOracleユーザ {user}が存

在していることを確認してください。ユーザ {user}が存

在しない場合、クラスタ内のすべてのサーバで、同じ

uidおよびgidを使用して作成する必要があります。

122529 ERRO-
R

The id for user "%s" is not the
same on template server "%s" and
target server "%s".

原因 : ターゲットサーバ {target server}にあるOracle
ユーザ {user}のユーザ IDが、テンプレートサーバ

{template server}にあるユーザ {user}の値と一致しま

せん。

処置 : Oracleユーザ {user}のユーザ IDはクラスタ内

のすべてのサーバで一致している必要があります。

ユーザ IDの不一致をすべてのサーバで手動で修正

し、「extend」操作を再試行する必要があります。

122530 ERRO-
R

The group id for user "%s" is not
the same on template server "%s"
and target server "%s".

原因 : ターゲットサーバ {target server}にあるOracle
ユーザ {user}のグループ IDが、テンプレートサーバ

{template server}にあるユーザ {user}の値と一致しま

せん。

処置 : Oracleユーザ {user}のグループ IDはクラスタ

内のすべてのサーバで一致している必要があります。

グループ IDの不一致をすべてのサーバで手動で修

正し、「extend」操作を再試行する必要があります。

122532 ERRO-
R

No file system or raw devices
found to extend for "%s" on "%s".

原因 :サーバ {template server}でOracleリソース

{tag}の依存ファイルシステムまたはRawデバイスリ

ソースが見つかりません。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

122533 WARN A RAMDISK (%s) was detected in
the ORACLE Database
configuration for "%s" on
"%s".LifeKeeper cannot protect
RAMDISK.This RAMDISK
resource will not be protected by
LifeKeeper!ORACLE hierarchy
creation will continue.

原因 :指定したテーブルスペース、ログファイル、また

はその他のデータベースファイル {database_file}が
ramdisk として検出されました。現在のLifeKeeper
製品では、このタイプのリソースに保護を適用できま

せん。

処置 : ramdiskは保護されません。すべてのOracle
データベース操作で必要なデータベースファイル

{database_file}が使用可能になるように手動で確

認する必要があります。
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122534 ERRO-
R

Failed to initialize object instance
for Oracle sid "%s" on "%s".

原因 :保護されているOracleインスタンスの内部表

現を作成中に予期しないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122537 ERRO-
R

Update of instance info field for
"%s" on "%s" failed (%s).

原因 :内部リソース情報フィールドを更新する「ins_
setinfo」コマンドの実行中にエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122538 ERRO-
R

Initial connect with query buffer to
database "%s" on "%s" failed,
testing output.

原因 :データベースの状態を判別するためにOracle
データベース {sid}に接続しようとしたところ、失敗しま

した。

処置 :指定した認証情報で接続が失敗しました。

隣接するログメッセージおよび関連エラーで詳細を確

認してください。Oracleログ (alert.log)および関連ト

レースログ (*.trc)で詳細を確認し、レポートされてい

る問題を修正してください。

122542 ERRO-
R

The "%s [ %s ]" attempt of the
database "%s" appears to have
failed on "%s".

原因 :データベースインスタンス {sid}に対してメソッド

{action_method}を使用したOracleアクション

{action}がサーバ {server}で失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージおよび関連エラーで詳

細を確認してください。Oracleログ (alert.log)および

関連トレースログ (*.trc)で詳細を確認し、レポートさ

れている問題を修正してください。

122543 ERRO-
R

All attempts to "%s" database
"%s" on "%s" failed

原因 :サーバ {server}のOracleデータベース {sid}に
対するアクション {action}を実行するためのあらゆる

取り組みが失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージおよび関連エラーで詳

細を確認してください。Oracleログ (alert.log)および

関連トレースログ (*.trc)で詳細を確認し、レポートさ

れている問題を修正してください。
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122544 ERRO-
R

Update of "%s" sid "%s" on "%s"
failed.Reason:"%s" "%s"
failed:"%s".

原因 :データベース {sid}のoratabエントリを更新しよ

うとしている際に予期しないエラーが発生しました。こ

のエラーは oratabファイルを開こうとしている間に発

生しました。

処置 :システム起動時にデータベースが自動で起動

されないようにするために、{sid}のoratabファイルエン

トリを手動で更新する必要があります。

122545 ERRO-
R

Unable to locate the oratab file in
"/etc" or in "%s" on "%s".

原因 : {server}のデフォルトまたは代替ロケーションで

oratabファイルが見つかりませんでした。

処置 : oratabファイルが存在しており、Oracleユーザ

の適切な権限を持っていることを確認してください。

「extend」操作を完了するには有効な oratabファイ
ルが必要です。

122546 ERRO-
R

Unable to open file "%s" on "%s"
(%s).

原因 :エラー {error}のため、サーバ {server}では、指

定したファイル {file}を開くことも、ファイルにアクセスす

ることもできませんでした。

処置 :指定したファイル {file}の有無や権限を確認

してください。隣接するログメッセージおよび関連エ

ラーで詳細を確認してください。レポートされているエ

ラーを修正してから操作を再試行する必要がありま

す。

122547 ERRO-
R

(cleanUpPids):Forcefully killing
hung pid(s):pid(s)="%s"

原因 :プロセス {pid}が正常終了するための要求に

応答できませんでした。プロセス {pid}は強制終了し

ます。

処置 : コマンドラインで、プロセス {pid}が終了している

ことを確認してください。隣接するログメッセージで詳

細および関連メッセージを確認してください。

122548 ERRO-
R

Unable to locate the DB utility
(%s/%s) on this host.

原因 : {path/utility}にあるOracleバイナリおよび必要

なデータベースユーティリティ {utility}がこのサーバ

{server}では見つかりませんでした。

処置 : Oracleバイナリおよび必要なソフトウェアユー

ティリティがインストールされ、サーバ {server}で適切

に設定されていることを確認してください。Oracleバイ

ナリを各ノードにローカルインストールするか、クラスタ

内の全ノードで使用可能な共有ストレージに配置

する必要があります。
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122549 ERRO-
R

Oracle internal error or non-
standard Oracle configuration
detected.Oracle User and/or Group
set to "root".

原因 :検出されたOracleデータベースインストールの

所有権が、ルートユーザまたはルートグループに解決

されています。ルートによるOracleインストールの所

有権は標準的ではない設定です。

処置 : Oracleバイナリの所有者は {server}の有効な

非 rootユーザである必要があります。Oracleデータ

ベース所有権の権限と所有権を修正し、操作を再

試行してください。

122550 ERRO-
R

Initial inspection of "%s" failed,
verifying failure or success of
received output.

原因 :前のOracleクエリー {query}またはコマンド

{cmd}が成功を返すことができませんでした。

処置 :隣接するログメッセージおよび関連エラーで詳

細を確認してください。Oracleログ (alert.log)および

関連トレースログ (*.trc)で詳細を確認し、レポートさ

れている問題を修正してください。

122551 ERRO-
R

Logon failed with "%s" for "%s" on
"%s".Please check
username/password and
privileges.

原因 :認証情報 {credentials}を使用してサーバ

{server}のデータベースインスタンス {sid}へのログオン

に失敗しました。無効なユーザ {user}またはパスワー

ドが指定されました。

処置 : Oracleデータベースユーザ {user}およびパス

ワード {password}が有効であることを確認してくださ

い。また、Oracleデータベースユーザ {user}は、試行

されるアクションに対して十分な権限を持っている必

要があります。

122552 ERRO-
R

%s 原因 : メッセージに「sqlplus」コマンドの結果が含まれ

ています。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

122553 ERRO-
R

Unable to open file "%s" on "%s"
(%s).

原因 :エラー {error}のため、サーバ {server}では、指

定したファイル {file}を開くことも、ファイルにアクセスす

ることもできませんでした。

処置 :指定したファイル {file}の有無や権限を確認

してください。隣接するログメッセージおよび関連エ

ラーで詳細を確認してください。レポートされているエ

ラーを修正してから操作を再試行する必要がありま

す。
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122554 ERRO-
R

The tag "%s" on "%s" is not an
Oracle instance or it does not exist.

原因 :サーバ {server}の指定されたタグ {tag}は、既

存の有効な Oracleリソースインスタンスを参照してい

ません。

処置 : UIまたは「lcdstatus (1M)」を使用して、リソー

スタグ {tag}の有無を確認してください。コマンド「ora-
display」を使用するには、リソースタグ {tag}がOracle
リソースインスタンスである必要があります。

122555 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 : Oracleリソースインスタンスの認定ユーザ、パス

ワード、データベースロールを更新している際に、保

護されているOracleインスタンスの内部表現を作成

しようとしたところ、予期しないエラーが発生しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122557 ERRO-
R

Update of user and password failed
for "%s" on "%s".

原因 : リソースタグ {tag}のユーザおよびパスワードを

更新する要求に失敗しました。指定した認証情報

では、サーバ {server}に対する初期検証 /接続がで

きませんでした。

処置 :目的の操作に対して正しい認証情報

{user/password}が指定されていることを確認してくだ

さい。隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122559 ERRO-
R

Update of user and password failed
for "%s" on "%s".

原因 :サーバ {server}のリソースタグ {tag}のユーザお

よびパスワード情報の更新に失敗しました。

処置 :目的の操作に対して正しい認証情報

{user/password}が指定されていることを確認してくだ

さい。隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

122562 ERRO-
R

Unable to find the Oracle
executable "%s" on "%s".

原因 :必要な Oracle実行ファイル {exe}がこのサー

バ {server}では見つかりませんでした。

処置 : Oracleバイナリおよび必要なソフトウェアユー

ティリティがインストールされ、サーバ {server}で適切

に設定されていることを確認してください。Oracleバイ

ナリを各ノードにローカルインストールするか、クラスタ

内の全ノードで使用可能な共有ストレージに配置

する必要があります。
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122566 ERRO-
R

Unable to find Oracle home for
"%s" on "%s".

原因 : Oracleホームディレクトリ {Oracle home}には、

Oracleインスタンス {sid}の正常な動作に必要なファ

イルが含まれていないようです。

処置 : Oracleホームディレクトリ {Oracle home}に
Oracleバイナリ、有効な spfile{sid}.ora、または init
{sid}.oraファイルが含まれていることをコマンドラインで

確認してください。

122567 ERRO-
R

Oracle SID mismatch.The
instance SID "%s" does not match
the SID "%s" specified for the
command.

原因 :保護されているOracleインスタンスの内部表

現を作成中に予期しないエラーが発生しました。指

定した内部 ID {id}が、予想した SID {sid}と一致し

ません。

処置 :パラメータが正しいことを確認してください。隣

接するログメッセージで詳細および関連メッセージを

確認してください。レポートされているエラーを修正し

てから操作を再試行する必要があります。

122568 ERRO-
R

DB Processes are not running on
"%s".

原因 : Oracleインスタンスのプロセスチェックで、サーバ

{server}で実行されているプロセスは見つかりません

でした。

処置 :ローカルリカバリが有効になっている場合、

Oracleインスタンスはローカルで再起動されます。隣

接するログメッセージで詳細および関連メッセージを

確認してください。

122572 ERRO-
R

Failed to create flag "%s" on "%s". 原因 :スタンバイノードへのフェイルオーバを促す

Oracleローカルリカバリ処理を制御するためのフラグを

作成しようとして、予期しないエラーが発生しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122574 ERRO-
R

all attempts to shutdown the
database%s failed on "%s".

原因 :ローカルリカバリプロセス中に、おそらくデータ

ベース接続数が上限に達したため、Oracleデータ

ベースのシャットダウンに失敗しました。

処置 : Oracleログで、許容接続数の上限に達した

ことによって起こった接続の障害の有無を確認してく

ださい。その障害が見つかった場合は、接続数を増

やしてください。また、ローカルリカバリの実行による

quickCheckの障害発生が、接続の失敗を引き起

こさないように、LK_ORA_NICEを 1に設定してくだ

さい。
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122597 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :保護されているOracleインスタンスの内部表

現を作成中、拡張前のチェックの際に予期しないエ

ラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから、pre-extendを再試行してください。

122598 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :作成中のOracleインスタンスの内部表現を

作成しているときに、Oracleホームディレクトリの有効

性を確認しようとして、予期しないエラーが発生しま

した。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから、「create」を再試行してください。

122599 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :保護中のOracleインスタンスの内部表現を

作成しているときに、テンプレートシステムでOracle
ユーザをルックアップしようとして、予期しないエラーが

発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから、extendを再試行してください。

122600 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :保護中のOracleインスタンスの内部表現を

作成しているときに、リソースプロパティを表示しようと

して、予期しないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから、リソースプロパティの表示を再試行し

てください。

122601 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :保護中のOracleインスタンスの内部表現を

作成しているときに、有効なデータベース認証を確

認しようとして、予期しないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから、コマンドを再試行してください。
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122603 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :保護中のOracleインスタンスの内部表現を

作成しているときに、Oracleリソースインスタンスに対

してヘルスチェックを実行しようとして、予期しないエ

ラーが発生しました。

処置 :正しい引数がquickCheck コマンドに渡されて

いることを確認し、隣接するログメッセージで詳細およ

び関連メッセージを確認してください。レポートされて

いるエラーを修正してから、restoreを再試行してくだ

さい。

122604 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 :保護中のOracleインスタンスの内部表現を

作成しているときに、Oracleリソースインスタンスに対

してローカルリカバリを実行しようとして、予期しない

エラーが発生しました。

処置 :正しい引数が「recover」コマンドに渡されてい

ることを確認し、隣接するログメッセージと関連メッ

セージで詳細を確認してください。レポートされている

エラーを修正してから、recoverを再試行してくださ

い。

122606 ERRO-
R

TheOracle database "%s" is not
running or no open connections are
available on "%s".

原因 :データベースインスタンス {sid}が実行されてい

ません。またはデータベースへの接続が、指定された

認証情報では使用できません。

処置 :選択した操作を完了するには、データベース

インスタンス {sid}を {server}で起動し、正しい認証

情報を指定する必要があります。

122607 ERRO-
R

TheOracle database "%s" is not
running or no open connections are
available on "%s".

原因 :データベースインスタンス {sid}が実行されてい

ません。またはデータベースへの接続が、指定された

認証情報では使用できません。

処置 :選択した操作を完了するには、データベース

インスタンス {sid}を {server}で起動し、正しい認証

情報を指定する必要があります。

122608 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 : 「remove」操作で、OracleリソースをOut of
Serviceにするために必要なリソースオブジェクトイン

スタンスを作成できませんでした。

処置 :正しい引数が「remove」コマンドに渡されてい

ることを確認し、隣接するログメッセージで詳細および

関連メッセージを確認してください。レポートされてい

るエラーを修正してから、restoreを再試行してくださ

い。
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122609 ERRO-
R

Failed to create object instance for
Oracle on "%s".

原因 : 「restore」操作で、Oracleリソースを In
Serviceにするために必要なリソースオブジェクトイン

スタンスを作成できませんでした。

処置 :正しい引数が「restore」コマンドに渡されてい

ることを確認し、隣接するログメッセージで詳細および

関連メッセージを確認してください。レポートされてい

るエラーを修正してから、「restore」を再試行してくだ

さい。

122610 ERRO-
R

Unable to "%s" on "%s" during
resource create.

原因 : Oracle Application Recovery Kitは、リソース

作成中に「getlocks」コマンドで管理ロックを作成でき

ませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から、createを再試行してください。

122611 ERRO-
R

%s 原因 :要求された親 Oracleリソースと子 File
Systemリソースとの間の依存関係の作成に失敗し

ました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から、create操作を再試行してください。

122612 ERRO-
R

%s 原因 :要求された親 Oracleリソースと子 Raw リソー

スとの間の依存関係の作成に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から、create操作を再試行してください。

122613 ERRO-
R

%s 原因 :要求された親 Oracleリソースと子 Raw リソー

スとの間の依存関係の作成に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から、create操作を再試行してください。

122614 ERRO-
R

%s 原因 :要求された親 Oracleリソースと子 Listenerリ
ソースとの間の依存関係の作成に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から、create操作を再試行してください。
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122616 ERRO-
R

%s 原因 : Oracleデータベースの要求された起動または

シャットダウンに失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から、「restore」または「remove」操作を再試行してく

ださい。

122618 ERRO-
R

Dependency creation between
Oracle database "%s (%s)" and the
dependent resource "%s" on "%s"
failed.Reason

原因 : LifeKeeperは、データベースリソース {tag}と必
要な子リソース {childtag}との間に依存関係を作成

できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。問題が修正されている場

合は、{tag}と {childtag}との間の依存関係を手動で

作成できる可能性があります。

122619 ERRO-
R

Dependency creation between
Oracle database "%s (%s)" and the
dependent resource "%s" on "%s"
failed.Reason

原因 : LifeKeeperは、データベースリソース {tag}と必
要な子リソース {childtag}との間に依存関係を作成

できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。問題が修正されている場

合は、{tag}と {childtag}との間の依存関係を手動で

作成できる可能性があります。

122625 ERRO-
R

Unable to find the Oracle
executable "%s" on "%s".

原因 : quickCheckプロセスが、Oracleの実行可能

ファイル「sqlplus」を見つけることができませんでした。

処置 : Oracle設定を確認し、隣接するログメッセー

ジで詳細および関連メッセージを確認してください。

レポートされている問題を修正してください。

122626 ERRO-
R

Unable to find the Oracle
executable "%s" on "%s".

原因 :削除プロセスが、Oracleの実行可能ファイル

「sqlplus」を見つけることができませんでした。

処置 : Oracle設定を確認し、隣接するログメッセー

ジで詳細および関連メッセージを確認してください。

レポートされている問題を修正してください。

122627 ERRO-
R

Unable to find the Oracle
executable "%s" on "%s".

原因 : リストアプロセスが、Oracleの実行可能ファイ

ル「sqlplus」を見つけることができませんでした。

処置 : Oracle設定を確認し、隣接するログメッセー

ジで詳細および関連メッセージを確認してください。

レポートされている問題を修正してください。
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122628 ERRO-
R

Unable to find the Oracle
executable "%s" on "%s".

原因 :復旧プロセスが、Oracleの実行可能ファイル

「sqlplus」を見つけることができませんでした。

処置 : Oracle設定を確認し、隣接するログメッセー

ジで詳細および関連メッセージを確認してください。

レポートされている問題を修正してください。

122632 ERRO-
R

Oracle SID mismatch.The
instance SID "%s" does not match
the SID "%s" specified for the
command.

原因 :削除の際に、削除プロセスに渡されるリソース

インスタンス {sid}が、{sid}の内部リソースインスタンス

情報と一致しません。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122633 ERRO-
R

Oracle SID mismatch.The
instance SID "%s" does not match
the SID "%s" specified for the
command.

原因 : リストアの際に、restoreに渡されるリソースイン

スタンス {sid}が、{sid}の内部リソースインスタンス情

報と一致しません。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122634 ERRO-
R

Oracle SID mismatch.The
instance SID "%s" does not match
the SID "%s" specified for the
command.

原因 : リソースリカバリの際に、recoveryに渡されるリ

ソースインスタンス {sid}が、{sid}の内部リソースインス

タンス情報と一致しません。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122636 ERRO-
R

END failed hierarchy "%s" of
resource "%s" on server "%s" with
return value of %d

原因 : {server}でOracleリソース階層 {tag}の作成

に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122638 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 :サーバ {server}のOracleデータベースリソース

{tag}で作成アクションに失敗しました。シグナル {sig}
が作成プロセスによって受信されました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。
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122640 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : Oracleリソースインスタンス {tag}を {server}に
作成しようとして、予期しないエラーが発生しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122641 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : Oracleリソースインスタンス {tag}を {server}に
作成しようとして、予期しないエラーが発生しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122642 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : Oracleリソースインスタンス {tag}を {server}に
作成しようとして、予期しないエラーが発生しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122643 ERRO-
R

Cannot extend resource "%s" to
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を拡張できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122644 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : リソースインスタンス情報 {tag}を {server}で取

得しようとして、予期しないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正し、

extendを再試行してください。

122645 ERRO-
R

Cannot access canextend script
"%s" on server "%s"

原因 : {server}で依存関係の子リソース用の

「canextend」スクリプトが見つからなかったので、

LifeKeeperは拡張前のチェックを実行できませんでし

た。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。
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122646 ERRO-
R

Error getting resource information
for resource "%s" on server "%s"

原因 : リソースインスタンス情報 {tag}を {server}で取

得しようとして、予期しないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正し、

extendを再試行してください。

122647 ERRO-
R

Cannot extend resource "%s" to
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {resource}
を拡張できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122648 ERRO-
R

Resource with either matching tag
"%s" or id "%s" already exists on
server "%s" for App "%s" and Type
"%s"

原因 :データベースリソースの拡張中に、同じ {tag}ま
たは {id}で異なるリソースアプリケーションおよびタイプ

を使用しているリソースインスタンスが見つかりまし

た。

処置 : リソース IDは一意のものにする必要がありま

す。Oracleリソースインスタンスに合致する IDのリ

ソースインスタンスを削除してください。

122649 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : Oracleリソースインスタンス {tag}を {server}に
作成しようとして、予期しないエラーが発生しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

122650 ERRO-
R

Cannot access extend script "%s"
on server "%s"

原因 :依存関係にある子リソースのスクリプト

{extend}がサーバ {server}で見つけられなかったの

で、サーバ {server}にデータベースリソース {resource}
を拡張する要求が失敗しました。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

122651 ERRO-
R

Cannot extend resource "%s" to
server "%s"

原因 :依存関係にある子リソースの拡張でエラーが

発生したため、サーバ {server}にデータベースリソース

{resource}を拡張する要求が失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。
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122654 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : quickCheckプロセスがシグナルを受信したた

め、データベース {sid}のヘルスチェックが終了しまし

た。これはおそらく、quickCheckプロセスの処理に、

割り当てられているよりも長い時間が必要となってい

るためです。

処置 : Oracleリソースのヘルスチェック時間は

ORACLE_QUICKCHECK_TIMEOUTの設定で制

御します。ヘルスチェックプロセスの完了に今より長い

時間を割り当てる場合は、45秒よりも大きな値に

設定してください。

122655 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 :削除プロセスがシグナルを受信したため、デー

タベース {sid}を「Out of Service」にする要求が終了

しました。これはおそらく、削除プロセスの処理に、割

り当てられているよりも長い時間が必要となっている

ためです。

処置 : Oracleリソースの削除時間はORACLE_
REMOVE_TIMEOUTの設定で制御します。削除プ

ロセスの完了に今より長い時間を割り当てる場合

は、240秒よりも大きな値に設定してください。

122659 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : リストアプロセスがシグナルを受信したため、

データベース {sid}を「In Service」にする要求が終了

しました。これはおそらく、リストアプロセスの処理に、

割り当てられているよりも長い時間が必要となってい

るためです。

処置 : Oracleリソースのリストア時間はORACLE_
RESTORE_TIMEOUTの設定で制御します。リスト

アプロセスの完了に今より長い時間を割り当てる場

合は、240秒よりも大きな値に設定してください。

122663 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 : リカバリプロセスがシグナルを受信したため、失

敗したデータベースのリカバリが終了しました。これは

おそらく、リカバリプロセスの処理に、割り当てられてい

るよりも長い時間が必要となっているためです。

処置 : Oracleリソースのリカバリ時間はORACLE_
RESTORE_TIMEOUTとORACLE_REMOVE_
TIMEOUTの設定で制御します。リカバリの完了に

今より長い時間を割り当てる場合は、一方または

両方を 240秒よりも大きな値に設定してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 455



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

122670 ERRO-
R

Update of "%s" sid "%s" on "%s"
failed.Reason:"%s" "%s"
failed:"%s".

原因 :データベース {sid}のoratabエントリを更新しよ

うとしている際に予期しないエラーが発生しました。

更新プロセスで使用する一時ファイルを開こうとし

て、エラーが発生しました。

処置 :システム起動時にデータベースが自動で起動

されないようにするために、{sid}のoratabファイルエン

トリを手動で更新する必要があります。

122671 ERRO-
R

Update of "%s" sid "%s" on "%s"
failed.Reason:"%s" "%s"
failed:"%s".

原因 :データベース {sid}のoratabエントリを更新しよ

うとしている際に予期しないエラーが発生しました。

更新プロセスで使用する一時ファイルを閉じようとし

て、エラーが発生しました。

処置 :システム起動時にデータベースが自動で起動

されないようにするために、{sid}のoratabファイルエン

トリを手動で更新する必要があります。

122672 ERRO-
R

Update of "%s" sid "%s" on "%s"
failed.Reason:"%s" "%s"
failed:"%s".

原因 :データベース {sid}のoratabエントリを更新しよ

うとしている際に予期しないエラーが発生しました。

一時ファイルの名前を oratabに変更しようとして、エ

ラーが発生しました。

処置 :システム起動時にデータベースが自動で起動

されないようにするために、{sid}のoratabファイルエン

トリを手動で更新する必要があります。

122673 ERRO-
R

Unable to logmessages queued
while running as oracle user%s on
%s.Reason:$!

原因 : メッセージをログファイルに追加しようとして、予

期しないエラー {reason}が発生しました。これらのメッ

セージは、Oracleユーザとして実行している間に生

成されました。

処置 :障害に関する理由を参照し、修正処置を実

行してください。

122674 ERRO-
R

Unable to open%s Reason:%s. 原因 : Oracleデータベースへの接続を開き、データ

ベース {cmd}を実行しようとしたときに、予期しないエ

ラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。また、Oracleログ

(alert.log)および関連トレースログ (*.trc)で詳細を確

認し、レポートされている問題を修正してください。

123006 FATAL Unknown version%s of IP address 原因 : IPアドレスが IPv4でも IPv6でも有効ではな

いようです。

処置 :有効な IPアドレスを指定してください。
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123008 ERRO-
R

No pinglist found for%s. 原因 : この IPアドレスのpinglistを開こうとして問題

が発生しました。

処置 : この IPアドレスのpinglistを指定していることを

確認してください。

123009 ERRO-
R

List ping test failed for virtual IP %s 原因 : pingリストのどのアドレスからも応答を受信し

ませんでした。

処置 : このノードのネットワーク接続およびpingリスト

の IPが存在するシステムを確認してください。

123013 ERRO-
R

Link check failed for virtual IP %s
on interface%s.

原因 :要求したインターフェースが「NO-CARRIER」と
なっています。これは、物理レイヤー接続にリンクが

存在しないことを示します。

処置 : インターフェースの物理接続を確認し、物理レ

イヤーリンクを有効にしてください。

123015 ERRO-
R

Link check failed for virtual IP %s
on interface%s.

原因 :要求したインターフェースは bondingインター

フェースで、スレーブのいずれか1つが「NO-
CARRIER」です。これは、物理レイヤー接続にリンク

が存在しないことを示します。

処置 :スレーブインターフェースの物理接続を確認

し、物理レイヤーリンクを有効にしてください。

123024 ERRO-
R

IP address seems to still exist
somewhere else.

原因 : IPアドレスはネットワークの別の場所で使用

中のようです。

処置 :別の IPアドレスを選択して使用するか、この

IPアドレスを特定して、現在の使用を無効にしてく

ださい。

123027 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 :仮想 IPのquickCheckがタイムアウトのため

終了しました。

処置 :条件を修正するか、 /etc/default/LifeKeeper
の IP_QUICKCHECK_TIMEOUTでより適切な値を

指定します。

123037 ERRO-
R

must specify machine name
containing primary hierarchy

原因 : creIPhierに指定した引数が不十分です。

処置 :必要な引数をすべて creIPhierに指定してく

ださい。

123038 ERRO-
R

must specify IP resource name 原因 : creIPhierに渡された引数が不十分です。

処置 :必要な引数をすべて creIPhierに指定してく

ださい。
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123039 ERRO-
R

must specify primary IP Resource
tag

原因 : 「creIPhier」コマンドにプライマリ IP リソースタグ

の引数が指定されていません。

処置 :必要な引数をすべて指定してください。

123042 ERRO-
R

An unknown error has occurred in
utility validmask onmachine%s.

原因 : 「validmask」ユーティリティの実行中に予期し

ないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

123045 ERRO-
R

An unknown error has occurred in
utility getlocks.

原因 : 「getlocks」ユーティリティの実行中に予期しな

いエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

123053 ERRO-
R

Cannot resolve hostname%s 原因 : IPアドレスに対してホスト名が指定されました

が、システムはホスト名を IPアドレスに解決できませ

んでした。

処置 :ホスト名が正確かどうかを確認してから、名前

の解決 ( DISまたは /etc/hosts)が正常に機能してお

り、ホスト名の IPを返すことを確認してください。

123055 ERRO-
R

An unknown error has occurred in
utility %s onmachine%s.

原因 : IP リソースの作成中に障害が発生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

123056 ERRO-
R

create ip hierarchy failure: perform_
action failed

原因 :作成中に IPアドレスをリストアしようとして、予

期しないエラーが発生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

123059 ERRO-
R

Resource already exists on
machine%s

原因 :すでに存在する IPアドレスを作成しようとしま

した。

処置 :既存のリソースを再利用するか、すでに存在

している IPアドレスを手動で削除するか、別の IPア

ドレスを使用してください。

123060 ERRO-
R

ins_create failed onmachine%s 原因 : IP リソースの作成中に予期しない障害が発

生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。
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123064 ERRO-
R

An unknown error has occurred in
utility %s onmachine%s.

原因 : IP リソースの依存関係を作成中に障害が発

生しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

123066 ERRO-
R

An error occurred during creation of
LifeKeeper application=comm on
%s.

原因 : 「app_create」の呼び出し中に障害が発生し

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

123068 ERRO-
R

An error occurred during creation of
LifeKeeper resource type=ip on
%s.

原因 : 「typ_create」の呼び出し中に障害が発生しま

した。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

123091 ERRO-
R

the link for interface%s is down 原因 :要求したインターフェースが「NO-CARRIER」と
なっています。これは、物理レイヤー接続にリンクが

存在しないことを示します。

処置 : インターフェースの物理接続を確認し、物理レ

イヤーリンクを有効にしてください。

123093 ERRO-
R

the ping list check failed 原因 : pingリストのどのアドレスからも応答を受信し

ませんでした。

処置 : このノードのネットワーク接続およびpingリスト

の IPが存在するシステムを確認してください。

123095 ERRO-
R

broadcast ping failed 原因 :ブロードキャスト pingから応答を受信しません

でした。

処置 :サブネット上の1つ以上のホストがブロードキャ

スト pingに応答することを確認してください。仮想 IP
が正しいネットワークインターフェースにあることを確認

してください。ブロードキャスト pingではなく、pinglist
の使用を検討してください。

123096 ERRO-
R

$msg 原因 :仮想 IPの実行可能性の判定に使用するブ

ロードキャスト pingに失敗しました。

処置 : このリソースのpingリストがプロパティパネルで

正常に設定されていることを確認するか、

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルに

NOBCASTPING=1を追加してブロードキャスト ping
のチェックを確実に無効にしてください。
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123097 ERRO-
R

exec_list_ping(): broadcast ping
failed.

原因 :仮想 IPの実行可能性の判定に使用するブ

ロードキャスト pingに失敗しました。

処置 : このリソースのpingリストがプロパティパネルで

正常に設定されていることを確認するか、

/etc/default/LifeKeeper設定ファイルに

NOBCASTPING=1を追加してブロードキャスト ping
のチェックを確実に無効にしてください。

124004 FATAL resource tag name not specified 原因 : 「quickCheck」操作で無効な引数が指定さ

れました。

処置 :正しい引数が渡されたことを確認してくださ

い。

124005 FATAL resource id not specified 原因 : 「quickCheck」操作で無効な引数が指定さ

れました。

処置 :正しい引数が渡されたことを確認してくださ

い。

124007 FATAL Failed to get resource information 原因 : ファイルシステムリソースの情報フィールドに正

しい情報が含まれていません。

処置 : リソースの情報フィールドに正しい情報を入力

するか、最近の「lkbackup」からシステムをリストアして

元の情報フィールドをリストアします。

124008 ERRO-
R

getId failed 原因 : ファイルシステムリソースは基本ディスクデバイス

を見つけられませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。リソース階層が有効であること、および必要な

ストレージキットがすべてインストールされていることを

確認してください。

124009 ERRO-
R

LifeKeeper protected filesystem is
in service but quickCheck detects
the following error

原因 : ファイルシステムキットはリソースに問題を発見

しました。

処置 : この直後に表示されるメッセージで詳細を確

認してください。

124010 ERRO-
R

\"$id\" is not mounted 原因 : ファイルシステムリソースがマウントされていませ

ん。

処置 :処置は必要ありません。ローカルリカバリでリ

ソースの再マウントを許可してください。
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124011 ERRO-
R

\"$id\" is mounted but with the
incorrect mount options (current
mount option list:$mntopts,
expectedmount option
list:$infoopts

原因 : ファイルシステムリソースが不正にマウントされ

ています。

処置 :処置は必要ありません。ローカルリカバリでリ

ソースの再マウントを許可してください。

124012 ERRO-
R

\"$id\" is mounted but on the wrong
device (current mount
device:$tmpdev, expectedmount
device:$dev

原因 : ファイルシステムリソースに誤ったデバイスがマウ

ントされています。

処置 :処置は必要ありません。ローカルリカバリでリ

ソースの再マウントを許可してください。

124015 ERRO-
R

LifeKeeper protected filesystem
\"$tag\" ($id) is $percent% full
($blocksfree free blocks).

原因 :ディスク使用量がFILESYSFULLERRORの値

( %)を超過しました。

処置 : ファイルシステムからデータを削除または移行

してください。

124016 WARN LifeKeeper protected filesystem
\"$tag\" ($id) is $percent% full
($blocksfree free blocks).

原因 :ディスク使用量がFILESYSFULLWARNの値

( %)を超過しました。

処置 : ファイルシステムからデータを削除または移行

してください。

124020 FATAL cannot find device information for
filesystem $id

原因 : ファイルシステムリソースは基本ディスクデバイス

を見つけられませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。リソース階層が有効であること、および必要な

ストレージキットがすべてインストールされていることを

確認してください。

124029 ERRO-
R

Failed to find child resource. 原因 : ファイルシステムリソースは基本ディスクリソース

を特定できませんでした。

処置 : リソース階層が正しいことを確認してください。

124032 FATAL Script has hung.Exiting. 原因 :アンマウントする必要があるものの、マウントさ

れているファイルシステムに開かれているファイルが複

数のプロセスにありました。それらのプロセスの終了に

時間がかかりすぎています。

処置 : このエラーが続く場合は、マウントポイントを使

用している可能性のあるすべてのソフトウェアを一時

的に停止し、アンマウントできるようにしてください。

ファイルシステムをそれでもアンマウントできない場合

は、サポートに問い合わせてください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 461



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

124042 ERRO-
R

file system $fsname failed
unmount; will try again

原因 :アンマウントする必要があるものの、マウントさ

れているファイルシステムに開かれているファイルが複

数のプロセスにありました。場合によっては、それらの

プロセスを消去するために、何度か操作を実行する

必要があります。

処置 :処置は必要ありません。プロセスをそのまま続

行してください。

124046 ERRO-
R

file system $fsname failed
unmount

原因 : ファイルシステムをアンマウントできませんでし

た。

処置 : このエラーが続く場合は、マウントポイントを使

用している可能性のあるすべてのソフトウェアを一時

的に停止し、アンマウントできるようにしてください。

ファイルシステムをそれでもアンマウントできない場合

は、サポートに問い合わせてください。

124049 ERRO-
R

Local recovery of resource has
failed (err=$err

原因 : ファイルシステムリソースに、ローカルでは修正

できない問題があります。

処置 :処置は必要ありません。リソースを別のシステ

ムにフェイルオーバできるようにしてください。

124103 ERRO-
R

$ERRMSGScript was terminated
for unknown reason

原因 : このメッセージは、通常の状態では表示されま

せん。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124104 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
machine name is null

原因 : canextend操作で無効な引数が指定されま

した。

処置 :引数が正しいことを確認してください。通常の

操作でこのエラーが発生した場合は、サポートに問

い合わせてください。

124105 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
resource tag name is null

原因 : canextend操作で無効な引数が指定されま

した。

処置 :引数が正しいことを確認してください。通常の

操作でこのエラーが発生した場合は、サポートに問

い合わせてください。

124106 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to access
template resource
\"$TemplateTagName\

原因 : リソースの基本ディスク情報を特定できません

でした。

処置 :テンプレートシステムで階層が正しいことを確

認してから拡張してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 462



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

124107 ERRO-
R

$ERRMSGResource
\"$TemplateTagName\" must have
one and only one device resource
dependency

原因 : リソースの階層にある基本デバイスが多すぎま

す。

処置 :テンプレートシステムで階層が正しいことを確

認してから拡張してください。

124108 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to access
template resource
\"$TemplateTagName\

原因 :テンプレートシステムでリソースを見つけられま

せん。

処置 :テンプレートシステムで階層が正しいことを確

認してから拡張してください。

124109 ERRO-
R

$ERRMSGCan not access
canextend for
scsi/$DeviceResType resources
onmachine \"$TargetSysName\

原因 : ターゲットシステムに、必須のコンポーネントが

いくつか見つかりません。

処置 : ターゲットシステムに正しいキットがすべてインス

トールされ、ライセンスされていることを確認してくださ

い。

124110 ERRO-
R

$ERRMSGEither filesystem
\"$TemplateLKId\" is not mounted
on \"$TemplateSysName\" or
filesystem is not shareable with
\"$TargetSysName\

原因 : ファイルシステムがテンプレートシステムのサービ

ス内にないか、ターゲットシステムに拡張するための

要件を満たしていません。

処置 : リソースがテンプレートシステムのサービス内に

あることを確認し、ファイルシステムを拡張するための

要件に関する製品ドキュメントを参照してください。

124111 ERRO-
R

$ERRMSGFile system type
\"${FSType}\" is not supported by
the kernel currently running on
\"${TargetSysName}\

原因 : カーネルのサポートがないため、ファイルシステ

ムのタイプをターゲットシステムにマウントできません。

処置 : ターゲットシステムにそのカーネルモジュールがす

べてインストールされており、正常に設定されているこ

とを確認してから、リソースを拡張してください。

124112 ERRO-
R

must specify machine name
containing primary hierarchy

原因 : creFShier操作で無効な引数が指定されまし

た。

処置 :通常の操作でこのエラーが発生した場合は、

サポートに問い合わせてください。

124113 ERRO-
R

must specify primary ROOT tag 原因 : creFShier操作で無効な引数が指定されまし

た。

処置 :通常の操作でこのエラーが発生した場合は、

サポートに問い合わせてください。

124114 ERRO-
R

must specify primary mount point 原因 : creFShier操作で無効な引数が指定されまし

た。

処置 :通常の操作でこのエラーが発生した場合は、

サポートに問い合わせてください。
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124115 ERRO-
R

must specify primary switchback
type

原因 : creFShier操作で無効な引数が指定されまし

た。

処置 :通常の操作でこのエラーが発生した場合は、

サポートに問い合わせてください。

124118 ERRO-
R

dep_remove failure onmachine
\""$PRIMACH"\" for parent
\"$PRITAG\" and child
\"$DEVTAG.\

原因 :依存関係の作成後のクリーンアップに失敗し

ました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124119 ERRO-
R

ins_remove failure onmachine
\""$PRIMACH"\" for \"$PRITAG.\

原因 : インスタンスの作成後のクリーンアップに失敗し

ました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124121 ERRO-
R

ins_remove failure onmachine
\""$PRIMACH"\

原因 : リソースの作成後のクリーンアップに失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124122 ERRO-
R

$ERRMSGScript was terminated
for unknown reason

原因 : このメッセージは、通常の状態では表示されま

せん。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124123 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
machine name is null

原因 : depstoextend操作で無効な引数が指定され

ました。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124124 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
resource tag name is null

原因 : depstoextend操作で無効な引数が指定され

ました。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124125 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to access
template resource
\"$TemplateTagName\

原因 : リソースが基本ディスクリソースを特定できませ

んでした。

処置 :階層とすべての依存関係が正しいことを確認

してから拡張してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 464



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

124126 ERRO-
R

unextmgr failure onmachine
\""$PRIMACH"\

原因 :失敗したリソース拡張操作の後のクリーンアッ

プに失敗しました。

処置 :残りのリソースを手動でクリーンアップし、隣接

するログメッセージで詳細を確認してください。

124128 ERRO-
R

unextmgr failure onmachine
\""$PRIMACH"\" for \"$PRITAG.\

原因 :失敗したリソース拡張操作の後のクリーンアッ

プに失敗しました。

処置 :残りのリソースを手動でクリーンアップし、隣接

するログメッセージで詳細を確認してください。

124129 ERRO-
R

$ERRMSGScript was terminated
for unknown reason

原因 : このメッセージは、通常の状態では表示されま

せん。

処置 :追加のログメッセージを探して、詳細を確認し

てください。

124130 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
machine name is null

原因 :拡張操作で無効な引数が指定されました。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124131 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
resource tag name is null

原因 :拡張操作で無効な引数が指定されました。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124132 ERRO-
R

$ERRMSGRequired target mount
point is null

原因 :拡張操作で無効な引数が指定されました。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124133 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to access
template resource
\"$TemplateTagName\

原因 :拡張中のタグがテンプレートシステムに存在し

ません。

処置 :テンプレートシステムで階層が正しいことを確

認してから拡張してください。

124134 ERRO-
R

$ERRMSGDetected conflict in
expected tag name
\"$TargetTagName\" on target
machine.

原因 :拡張するリソースと同じタグのリソースがすでに

ターゲットシステムにあります。

処置 :競合しているリソースのどちらか一方を別のタ

グで再作成してください。
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124135 ERRO-
R

$ERRMSGResource
\"$TemplateTagName\" does not
have required device resource
dependency or unable to access
this resource on templatemachine.

原因 : リソースまたは基本ディスクリソースがテンプレー

トシステムで見つかりません。

処置 :テンプレートシステムで階層が正しいことを確

認してから拡張してください。

124136 ERRO-
R

$ERRMSGResource
\"$TemplateTagName\" must have
one and only one device resource
dependency

原因 : リソースは、テンプレートシステムの階層内に

複数の基本デバイスを持っています。

処置 :拡張する前に階層が正しいことを確認し、ファ

イルシステムリソースが単一のディスクリソースにのみ

依存していることを確認してください。

124137 ERRO-
R

$ERRMSGCan not access extend
for scsi/$DeviceResType
resources onmachine
\"$TargetSysName\

原因 :所定のストレージタイプのサポートに必要な

ファイルがターゲットシステムにありません。

処置 :必要なキットがターゲットシステムにインストー

ルされ、ライセンスされていることを確認してください。

124138 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to access
target device resource
\"$DeviceTagName\" onmachine
\"$TargetSysName\

原因 :必要な基本ディスクリソースがターゲットシステ

ムに存在していません。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、ター

ゲットシステムが拡張対象リソースをホストするために

正常に設定されていることを確認してください。

124139 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to access
template \"/etc/mtab\" file

原因 : ターゲットシステムがテンプレートシステムの

/etc/mtabファイルを読み取ることができません。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。 /etc/mtabファイルがテンプレートシステムに存在

することを確認してください。

124140 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to findmount
point entry \"$TemplateLKId\" in
template \"/etc/mtab\" file.Is
template resource in-service?

原因 : リソースがテンプレートシステムにマウントされて

いないようです。

処置 : リソースが in serviceであることを確認してから

拡張してください。

124141 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to findmount
point \"$TemplateLKId\" mode on
templatemachine

原因 :テンプレートシステムのマウントポイント詳細を

特定できません。

処置 : リソースが in serviceで、テンプレートシステム

でアクセス可能であることを確認してから拡張してくだ

さい。
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124142 ERRO-
R

$ERRMSGUnable to create or
access mount point
\"$TargetLKId\" on target machine

原因 : ターゲットシステムでマウントポイントを作成でき

ませんでした。

処置 :マウントポイントの親ディレクトリが存在し、ター

ゲットシステムでアクセス可能であることを確認してく

ださい。

124143 ERRO-
R

$ERRMSGTwo ormore
conflicting entries found in
/etc/fstab on \"$TargetSysName\

原因 :デバイスまたはマウントポイントはターゲットシス

テムで複数回マウントされているようです。

処置 :マウントポイントがターゲットシステムにマウント

されていないことを確認してから拡張してください。

124144 ERRO-
R

$ERRMSGFailed to create
resource instance on
\"$TargetSysName\

原因 : ターゲットシステムでのリソースの作成に失敗し

ました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。ターゲットサーバでログを必ず確認してください。

124145 ERRO-
R

$ERRMSGFailed to set resource
instance state for
\"$TargetTagName\" on
\"$TargetSysName\

原因 : ターゲットシステムでソースの状態をOSUに変

更できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124146 ERRO-
R

must specify machine name
containing primary hierarchy

原因 : filesyshier操作で無効な引数が指定されま

した。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124147 ERRO-
R

must specify primary mount point 原因 : filesyshier操作で無効な引数が指定されま

した。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124149 ERRO-
R

create file system hierarchy failure 原因 : リソースインスタンスを検索するプロセスが失敗

しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124150 ERRO-
R

create file system hierarchy failure 原因 :システムが /etc/mtabファイルの読み取りに失

敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。
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124151 ERRO-
R

create file system hierarchy failure 原因 :マウントポイントを /etc/mtabファイルで見つけ

られませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124152 ERRO-
R

create file system hierarchy failure 原因 :基本ディスクリソースを見つけられませんでし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124153 ERRO-
R

create file system hierarchy failure 原因 : ファイルシステムリソースの作成に失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124154 ERRO-
R

create file system hierarchy failure 原因 : リソースの情報フィールドを更新できませんでし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124155 ERRO-
R

create file system hierarchy failure 原因 :スイッチバック戦略をリソースで設定できません

でした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124157 ERRO-
R

create file system hierarchy failure
\(conflicting entries in /etc/fstab\

原因 :マウントポイントを /etc/fstabファイルから削除

できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124160 ERRO-
R

Unknown error in script filesysins,
err=$err

原因 : このメッセージは、通常の状態では表示されま

せん。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124161 ERRO-
R

create filesys instance - existid -
failure

原因 : このメッセージは、通常の状態では表示されま

せん。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124163 ERRO-
R

create filesys instance - ins_list -
failure

原因 :既存のリソースの確認に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。
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124164 ERRO-
R

create filesys instance - newtag -
failure

原因 :システムはリソースの推奨タグの生成に失敗し

ました。

処置 :通常の操作でこのエラーが発生した場合は、

サポートに問い合わせてください。

124168 ERRO-
R

create filesys instance - ins_create
- failure

原因 : ミファイルシステムリソースを作成できませんし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124169 ERRO-
R

filesys instance - ins_setstate -
failure

原因 :新しいファイルシステムリソースの状態を初期

化できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124173 ERRO-
R

create filesys instance - dep_
create - failure

原因 :基本ディスクに対するリソースの依存関係を

作成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124174 ERRO-
R

machine not specified 原因 : rmenu_mp操作で無効な引数が指定されま

した。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124175 ERRO-
R

mount point not specified 原因 : rmenu_mp操作で無効な引数が指定されま

した。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124177 ERRO-
R

unexpectedmultiple matches
found

原因 : 1つまたは複数のシステムが、複数回使用さ

れたファイルシステムまたはマウントポイントを示してい

ます。

処置 : ファイルシステムデバイスとマウントポイントを確

認し、ファイルシステムが1回だけマウントされている

ことを確認してください。追加のログメッセージを探し

て、詳細を確認してください。
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124178 ERRO-
R

machine name not specified 原因 : rmenump操作で無効な引数が指定されまし

た。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124180 ERRO-
R

must specify filesystem type 原因 : validfstype操作で無効な引数が指定されま

した。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124181 ERRO-
R

mount point not specified 原因 : validmp操作で無効な引数が指定されまし

た。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124182 ERRO-
R

Themount point $MP is not an
absolute path

原因 :絶対パスではない( 「/」で始まらない)マウント

ポイントが指定されました。

処置 : 「/」で始まる絶対パスでマウントポイントを指定

してください。

124183 ERRO-
R

$MP is already mounted on
$MACH

原因 :要求されたマウントポイントはシステムですでに

使用中です。

処置 :使用中ではないマウントポイントを指定する

か、操作を再試行する前にアンマウントしてください。

124184 ERRO-
R

Themount point $MP is already
protected by LifeKeeper on
$MACH

原因 :システムは、指定したマウントポイントをすでに

保護しています。

処置 :まだ保護されていない別のマウントポイントを

選択してください。

124185 ERRO-
R

Themount point $MP is not a
directory on $MACH

原因 :マウントポイントが通常のファイルなどの非ディ

レクトリを参照しています。

処置 :ディレクトリを参照するマウントポイントを選択

してください。

124186 ERRO-
R

Themount point directory $MP is
not empty on $MACH

原因 :指定したマウントポイントは空でないディレクト

リを参照します。

処置 :空のマウントポイントを選択するか、指定した

ディレクトリの内容を削除してから操作を再試行して

ください。
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124187 ERRO-
R

server name not specified 原因 : valuepmp操作で無効な引数が指定されまし

た。

処置 :スクリプトが正常に読み出されたことを確認し

てください。通常の操作でこのエラーが発生した場合

は、サポートに問い合わせてください。

124188 ERRO-
R

There are nomount points on
server $MACH

原因 :サーバにファイルシステムリソースのマウントポイ

ントがありません。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124194 WARN Please correct conflicting
\"/etc/fstab\" entries on server
$UNAME for:$FSDEV, $FSNAME

原因 : ファイルシステムリソースを削除したら、

/etc/fstabの一部のエントリを手動でクリーンアップす

る必要があります。

処置 : /etc/fstabファイルを手動でクリーンアップしま

す。

124195 ERRO-
R

getchildinfo found no $OKAPP
child for $PTAG

原因 :システムは子リソースを階層で見つけられませ

んでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、階

層が正しいことを確認してから、操作を再試行してく

ださい。

124196 ERRO-
R

enablequotas - quotacheck may
have failed for $FS_NAME

原因 :割り当て操作に失敗しました。

処置 : lifekeeperログおよび /var/log/messagesの隣

接するログメッセージで詳細を確認してください。

124198 ERRO-
R

enablequotas - quotaon failed to
turn on quotas for $FS_NAME,
reason

原因 :割り当て操作に失敗しました。

処置 : lifekeeperログおよび /var/log/messagesの隣

接するログメッセージで詳細を確認してください。

124200 ERRO-
R

The device node $dev was not
found or did not appear in the udev
create time limit of $delay seconds

原因 :デバイスノード ( /dev/...)がundevによって作成

されませんでした。これは、ストレージまたはストレージ

へのサーバ接続の問題を示している可能性がありま

す。

処置 : lifekeeperログおよび /var/log/messagesの隣

接するログメッセージで詳細を確認してください。
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124201 WARN Device $device not found.Will retry
wait to see if it appears.

原因 : これは、udevがストレージのデバイスノードエン

トリを作成している間、通常の条件下で発生する可

能性もあります。このメッセージは繰り返し表示され

ないはずです。

処置 : lifekeeperログおよび /var/log/messagesの隣

接するログメッセージで詳細を確認してください。

124202 ERRO-
R

Command \"$commandwithargs\"
failed.Retrying ....

原因 :指定されたコマンドは失敗しましたが、一時

的なものである可能性もあります。この障害は、通

常の操作で発生しますが、継続はしないはずです。

処置 : このメッセージが何度も表示される場合は、隣

接するログメッセージで詳細を確認してください。

124204 WARN cannot make file system
$FSNAME mount point

原因 :マウントポイントディレクトリを作成できませんで

した。

処置 :マウントポイントを作成できることを確認してく

ださい。これは、ファイルシステム権限やマウントオプ

ションなどによる可能性があります。

124207 ERRO-
R

\"fsck\"ing file system $FSNAME
failed, trying alternative superblock

原因 : このメッセージは、通常のファイルシステムチェッ

クに失敗したことを示します。このメッセージは、ext2
ファイルシステムまたは代替スーパーブロックロケーショ

ンが使用されているファイルシステムの場合は問題な

いと思われます。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124209 ERRO-
R

\"fsck\"ing file system $FSNAME
with alternative superblock failed

原因 : これは、代替スーパーブロックロケーションで

ext2ファイルシステム (または代替スーパーブロックロ

ケーションが使用されている他のファイルシステム)の
確認が失敗したことを示します。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、実

行方法の手順を確かめてください。

124210 WARN POSSIBLE FILESYSTEM
CORRUPTION ON $FSNAME
($FPNAME

原因 : ミラーソースと同期していないファイルシステム

が in serviceになったか、フェイルオーバされました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、ファ

イルシステムを安全に in serviceにする方法を製品

ドキュメントで調べてください。
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124211 ERRO-
R

Reason for fsck failure
($retval):$ret

原因 : このログメッセージは一連のメッセージの一部

で、 fsckプロセスからの実際の終了コードを提供しま

す。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、実

行方法の手順を確かめてください。

124212 ERRO-
R

\"fsck\" of file system $FSNAME
failed

原因 : ファイルシステムの確認に失敗しました。これ

は通常、ファイルシステムが破損したことによるもので

す。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。製品ドキュメントを参照し、可能性のあるファイ

ルシステムの破損を処理する方法を調べてください。

124213 WARN POSSIBLE FILESYSTEM
CORRUPTION ON $FSNAME
($FPNAME

原因 :システムまたはユーザが、破損している可能性

のあるファイルシステムを in serviceにしようとしまし

た。これは、ミラーサイトと同期していないときにファイ

ルシステムが切り替えられたか、フェイルオーバされた

場合に起こることがあります。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、リ

ソースを安全に in serviceにする方法を製品ドキュメ

ントで調べてください。

124214 ERRO-
R

Reason for fsck failure ($retval) 原因 : このメッセージは、ファイルシステムチェックの障

害に関する前のログメッセージに続いて表示されるも

ので、 fsckプロセスのプロセス終了コードを提供しま

す。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124218 ERRO-
R

File system $FSNAME was found
to be already

原因 : このメッセージは、一連のメッセージの一部で

す。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124219 ERRO-
R

mounted after initial mount attempt
failed.

原因 : このメッセージは、一連のメッセージの一部で

す。通常の状態では表示されないはずですが、リ

ソースが in serviceの場合は致命的なエラーの可能

性もあります。

処置 : lifekeeperログおよび /var/log/messagesの隣

接するログメッセージで詳細を確認してください。
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124220 ERRO-
R

File system $FSNAME failed to
mount.

原因 : ファイルシステムをマウントできませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124221 WARN Protected Filesystem $ID is full 原因 : ファイルシステムの空き容量がありません。

処置 :使用していないデータをファイルシステムから削

除するか、より大きなファイルシステムに移行してくだ

さい。

124222 WARN Dependent Applications may be
affected <>

原因 : これは、あるリソースに対する操作が、リソース

の階層に基づいて別のリソースにも実行される可能

性が高いことを示します。

処置 :示されているリソースが影響を受けても許容で

きることを確認してから操作を続行してください。

124223 ERRO-
R

Put \"$t\" Out-Of-Service Failed By
Signal

原因 : このメッセージは、通常の状態では表示されま

せん。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124227 ERRO-
R

Put \"$i\" Out-Of-Service Failed 原因 :操作に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124230 ERRO-
R

Put \"$t\" In-Service Failed By
Signal

原因 : このメッセージは、通常の状態では表示されま

せん。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124231 ERRO-
R

Put \"$t\" In-Service Failed 原因 :操作に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

124234 ERRO-
R

Put \"$t\" In-Service Failed 原因 :操作に失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認してくだ

さい。

125102 ERRO-
R

`printf 'Template resource "%s" on
server "%s" does not exist'
$TemplateTagName
$TemplateSysName`

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。
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125103 ERRO-
R

`printf '%s is not shareable with
any machine.'$DEV`

原因 :デバイスは他のシステムと共有されていないよ

うです。

処置 :デバイスがクラスタ内のすべてのサーバからアク

セス可能であることを確認してください。すべての関

連ストレージドライバおよびソフトウェアが正常にイン

ストールおよび設定されていることを確認してくださ

い。

125104 ERRO-
R

`printf 'Failed to create disk
hierarchy for "%s" on "%s"'
$PRIMACH $DEV`

原因 :物理ディスクを保護するリソースの作成に失

敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、レ

ポートされている問題を解決してください。

125107 ERRO-
R

`printf 'Template resource "%s" on
server "%s" does not exist'
$TemplateTagName
$TemplateSysName`

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

125114 ERRO-
R

`printf 'Template resource "%s" on
server "%s" does not exist'
$TemplateTagName
$TemplateSysName`

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

125120 ERRO-
R

`printf 'Template resource "%s" on
server "%s" does not exist'
$TemplateTagName
$TemplateSysName`

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

125123 ERRO-
R

`printf 'Cannot access
depstoextend script "%s" on server
"%s"' $depstoextend
$TargetSysName`

原因 : {server}でスクリプト「DEPSTOEXTEND」を見

つけられなかったので、LifeKeeperはリソース階層に

対して拡張前のチェックを実行できませんでした。

処置 : LifeKeeperの設定を確認してください。

125126 ERRO-
R

`printf 'Template resource "%s" on
server "%s" does not exist'
$ChildTag $TemplateSysName`

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

125129 ERRO-
R

`printf 'Template resource "%s" on
server "%s" does not exist'
$TemplateTagName
$TemplateSysName`

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

125155 ERRO-
R

SCSI $DEV failed to lock. 原因 : SCSIデバイスをロックする際に問題が発生し

ました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、レ

ポートされている問題を解決してください。
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125164 ERRO-
R

SCSI $INFO failed to unlock. 原因 : SCSIデバイスをロック解除する際に問題が発

生しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細を確認し、レ

ポートされている問題を解決してください。

125181 ERRO-
R

`printf 'Template resource "%s" on
server "%s" does not exist'
$TemplateTag
$TemplateSysName`

原因 : LifeKeeperは、{server}でリソース {tag}を見つ

けられませんでした。

126105 ERRO-
R

script not specified - $PTH is a
directory

原因 :指定したスクリプトパスはディレクトリです。

処置 :スクリプトのパスを修正してください。

126110 ERRO-
R

script $PTH does not exist 原因 :指定したスクリプトパスは存在しません。

処置 :スクリプトのパスを修正してください。

126115 ERRO-
R

script $PTH is a zero length file 原因 :指定したスクリプトは空のファイルです。

処置 :スクリプトのファイルパスを修正し、スクリプトの

内容を確認してください。

126117 ERRO-
R

script $PTH is not executable 原因 :指定したスクリプトは実行可能ではありませ

ん。

処置 :スクリプトのファイルパスを修正し、スクリプトファ

イルの内容を確認したら、正常な実行権限があるこ

とを確認してください。

126125 ERRO-
R

required templatemachine name is
null

原因 :入力テンプレートマシン名がnullです。

処置 :入力テンプレートマシン名を修正してください。

126130 ERRO-
R

required template resource tag
name is null

原因 :入力テンプレートリソース {tag}がnullです。

処置 :入力テンプレートリソースタグ名を修正してくだ

さい。

126135 ERRO-
R

Unable to generate a new tag 原因 :拡張の際に、「newtag」スクリプトを使用して

ターゲットノードでテンプレートタグ名と同じ新規タグを

生成できませんでした。タグ名はすでに存在していま

す。

処置 :同じノードで重複するタグ名を避け、ログで詳

細を確認してください。
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126140 ERRO-
R

Unable to generate a new tag 原因 :拡張の際に、「newtag」スクリプトを使用して

ターゲットノードで入力ターゲットタグ名として新規タグ

を生成できませんでした。タグ名はすでに存在してい

ます。

処置 :同じノードで重複するタグ名を避け、ログで詳

細を確認してください。

126150 ERRO-
R

unable to remote copy template
\"$_lscript\" script file

原因 :テンプレートスクリプトファイルのリモートコピーに

失敗しました。原因としては、テンプレートノードにテ

ンプレートスクリプトファイルがない、またはスクリプト

ファイルを使用できない、あるいは「lcdrcp」プロセスで

何らかのトランザクション障害が発生したことなどが考

えられます。

処置 :テンプレートスクリプトの有無 /使用可能性を

確認し、テンプレートノードへの接続を確かめてくださ

い。また、関連するエラーをログで確認し、レポートさ

れている問題を解決してください。

126155 ERRO-
R

failed to create resource instance
on \"$TargetSysName\

原因 : 「ins_create」によるリソースインスタンスの作成

に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126160 ERRO-
R

failed to set resource instance
state for \"$TargetTagName\" on
\"$TargetSysName\

原因 : GenAppリソース拡張の際に、「ins_setstate」
によるリソースインスタンスの状態の設定に失敗しま

した。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126170 ERRO-
R

getlocks failure 原因 : リソース階層の作成時に管理ロックの取得に

失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126175 ERRO-
R

instance create failed 原因 : 「appins」によるGenAppインスタンスの作成に

失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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126180 ERRO-
R

unable to set state to OSU 原因 : GenAppリソース作成の際に、「ins_setstate」
によるリソースインスタンスの状態の設定に失敗しま

した。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126190 ERRO-
R

resource restore has failed 原因 : GenAppリソースのリストアに失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126200 ERRO-
R

create application hierarchy
rlslocks failure

原因 : GenAppリソースの作成後にロックの解除に失

敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126210 ERRO-
R

copy $ltype script $lscript failure 原因 : リソース作成時に、ユーザ提供のスクリプトを

適切な GenAppディレクトリにコピーできませんでし

た。

処置 :ユーザ提供のスクリプトの有無 /使用可能性

に加え、GenAppディレクトリを確認してください。ま

た、関連するエラーをログで確認し、レポートされてい

る問題を解決してください。

126215 ERRO-
R

no $ltype script specified 原因 : GenAppリソース作成時にユーザ定義スクリプ

トが見つかりません。

処置 :入力アクションスクリプトを確認し、リソース作

成を再実行してください。

126220 ERRO-
R

nomachine name specified 原因 : GenAppリソース作成時に指定のマシン名が

見つかりません。マシン名の入力内容が見つからな

いため、指定したユーザスクリプトのコピーに失敗しま

した。

処置 :マシン名の入力内容を確認し、リソース作成

を再実行してください。

126225 ERRO-
R

no resource tag specified 原因 : リソース作成時に指定のタグ名が見つかりませ

ん。

処置 : ソースタグ名の入力内容を確認し、リソース

作成を再実行してください。
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126230 ERRO-
R

$ERRMSGScript was terminated
for unknown reason

原因 :不明な理由でGenAppリソースの拡張に失

敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126235 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
machine name is null

原因 : GenAppリソース拡張時にテンプレートマシン

名の入力が見つかりません。

処置 :テンプレートマシン名の入力内容を確認し、リ

ソース拡張を再実行してください。

126240 ERRO-
R

$ERRMSGRequired template
resource tag name is null

原因 : GenAppリソース拡張時にテンプレートリソース

タグ名の入力が見つかりません。

処置 :テンプレートリソースタグ名の入力内容を確認

し、リソース拡張を再実行してください。

126245 ERRO-
R

$ERRMSGCan not access extend
for $AppType/$ResType resources
onmachine \"$TargetSysName\

原因 : ターゲットノードでのGenAppリソース拡張の

際に、「extend」スクリプトを見つけられませんでした。

処置 : 「extend」スクリプトの有無 /使用可能性を確

認し、GenAppリソース拡張を再実行してください。

126250 ERRO-
R

create application failure - ins_list
failed

原因 : GenAppリソース作成で「ins_list」を呼び出し

ている際に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126255 ERRO-
R

create application failure - unable to
generate a new tag

原因 : GenAppリソース作成で新規タグの生成に失

敗しました。

処置 :同じノードで重複するタグ名の使用を避けてく

ださい。また、関連するエラーをログで確認し、レポー

トされている問題を解決してください。

126270 ERRO-
R

create application failure - ins_
create failed

原因 : 「ins_create」によるGenAppインスタンスの作

成に失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

126275 ERRO-
R

create application failure - copy_
actions failed

原因 : 「copy_actions」によるユーザ指定テンプレート

スクリプトファイルのコピーに失敗しました。

処置 :テンプレートスクリプトの有無 /使用可能性を

確認してください。また、関連するエラーをログで確認

し、レポートされている問題を解決してください。
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126290 ERRO-
R

Unable to obtain tag for resource
with id $ID

原因 : リカバリ時に入力 IDによるGenAppリソースタ

グ名のフェッチに失敗しました。

処置 :入力 IDが正しいこと、およびLCDのGenApp
リソースの有無 /使用可能性を確認してください。ま

た、関連するエラーをログで確認し、レポートされてい

る問題を解決してください。

126300 ERRO-
R

generic application recover script
for $TAGwas not found or was not
executable

原因 : リカバリ時にGenAppリソースのユーザ定義ス

クリプトの特定に失敗しました。

処置 :ユーザ定義スクリプトの有無 /使用可能性を

確認し、GenAppリカバリプロセスを再実行してくださ

い。

126310 ERRO-
R

-t flag not specified 原因 : GenAppリソースリストア時にリソースタグ名の

入力が見つかりません。

処置 : リソースタグ名の入力内容を確認し、リソース

リストアを再実行してください。

126315 ERRO-
R

-i flag not specified 原因 : GenAppリソースリストア時にリソース内部 ID
の入力が見つかりません。

処置 : リソース内部 IDの入力内容を確認し、リソー

スリストアを再実行してください。

126335 ERRO-
R

restore script \"$LCDAS/$APP_
RESTOREDIR/$TAG\" was not
found or is not executable

原因 : リストア時にGenAppリソースのユーザ定義ス

クリプトの特定に失敗しました。

処置 :ユーザ定義スクリプトの有無 /使用可能性を

確認し、GenAppリストアプロセスを再実行してくださ

い。

126340 ERRO-
R

-t flag not specified 原因 : GenAppリソース削除時にリソースタグ名の入

力が見つかりません。

処置 : リソースタグ名の入力内容を確認し、リソース

削除を再実行してください。

126345 ERRO-
R

-i flag not specified 原因 : GenAppリソース削除時にリソース内部 IDの

入力が見つかりません。

処置 : リソース内部 IDの入力内容を確認し、リソー

ス削除を再実行してください。
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126365 ERRO-
R

remove script \"$LCDAS/$APP_
REMOVEDIR/$TAG\" was not
found or was not executable

原因 :削除時にGenAppリソースのユーザ定義スクリ

プトの特定に失敗しました。

処置 :ユーザ定義スクリプトの有無 /使用可能性を

確認し、GenApp削除プロセスを再実行してくださ

い。

126375 ERRO-
R

Script has hung checking
\"$tag\".Forcibly terminating.

原因 :待機時間がユーザ定義のタイムアウトを超え

たので、タグ名 {tag}のGenAppリソースの

「quickCheck」スクリプトが強制的に終了しました。

処置 : GenAppリソースのパフォーマンスを確認し、

quickCheckingを再起動してください。また、関連す

るエラーをログで確認し、レポートされている問題を

解決してください。

126380 ERRO-
R

Usage error: no tag specified 原因 : GenAppリソースquickCheck時にリソースタグ

名の入力が見つかりません。

処置 : リソースタグ名の入力内容を確認し、リソース

quickCheckを再試行してください。

126385 ERRO-
R

Internal error: ins_list failed on
$tag.

原因 : quickCheckプロセスで、「ins_list」による入力

タグ名別のGenAppリソース情報のフェッチに失敗し

ました。

処置 :入力タグ名を修正し、quickCheckプロセスを

再実行してください。また、関連するエラーをログで確

認し、レポートされている問題を解決してください。

126390 FATAL Failed to fork process to execute
$userscript:$!

原因 : GenAppリソースの「quickCheck」プロセスで、

ユーザ定義の「quickCheck」スクリプトを実行するた

めにプロセスを分岐させられませんでした。

処置 :ユーザ定義の「quickCheck」スクリプトの有無 /
使用可能性を確認し、「quickCheck」プロセスを再

実行してください。

126391 ERRO-
R

quickCheck has failed for
\"$tag\".Starting recovery.

原因 : タグ名 {tag}のGenAppリソースが失敗すること

が、ユーザ定義の健全性監視スクリプトにより判定さ

れました。「quickCheck」およびリカバリプロセスが開

始されます。

処置 :ローカルリカバリが完了したら、GenAppリソー

スのパフォーマンスを確認してください。また、関連す

るエラーをログで確認し、レポートされている問題を

解決してください。
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126400 ERRO-
R

-t flag not specified 原因 : GenAppリソース削除プロセスでリソースタグ名

の入力が見つかりません。

処置 : リソースタグ名の入力内容を確認し、リソース

削除プロセスを再実行してください。

126405 ERRO-
R

-i flag not specified 原因 : GenAppリソース削除プロセスでリソース内部

IDの入力が見つかりません。

処置 : リソース内部 IDの入力内容を確認し、リソー

ス削除プロセスを再実行してください。

128005 ERRO-
R

END failed%s of "%s" on server
"%s" due to a "%s" signal

原因 :オペレーティングシステムの信号 {signal}によっ

て、{server}上の {resource}のquickCheckが失敗

しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128008 ERRO-
R

Usage: quickCheck -t <tag name>
-i <id>

原因 : dmmpデバイスのquickCheck コマンドに不正

な引数が指定されたため、コマンドが実行できません

でした。

処置 :すべてのソフトウェアコンポーネントの正しい

バージョンが適切にインストールされていることを確認

してください。次の正しい引数を指定してコマンドを

再実行してください。-t <Resource Tag>および -i
<Resource ID> (quickCheck対象のdmmpデバイス

リソースを特定する ID)

128010 ERRO-
R

quickCheck for "%s" failed checks
of underlying paths, initiate
recovery. retry count=%s.

原因 : dmmpキットが {count}回の試行後、デバイス

のquickCheckに失敗しました。保護されている

dmmpリソースのリカバリが実行されます。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

128021 ERRO-
R

unable to find device for uuid "%s". 原因 : restore操作時に一意の IDを使用してデバイ

スを見つけられませんでした。

処置 : リソースが正しく設定されていることを確認して

ください。リストア対象のdmmpデバイスリソースを特

定する正しいデバイス IDでコマンドを再実行してくだ

さい。
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128025 ERRO-
R

Device "%s" failed to unlock. 原因 : restore操作時に正常に動作していない

{device}が検出され、ロック解除できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128026 ERRO-
R

Device "%s" failed to lock. 原因 : リストア時に {device}をロックできませんでし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128031 ERRO-
R

unable to find device for uuid "%s". 原因 : remove操作時に一意の IDを使用してデバ

イスを見つけられませんでした。

処置 : リソースが正しく設定されていることを確認して

ください。削除対象のdmmpデバイスリソースを特定

する正しいデバイス IDでコマンドを再実行してくださ

い。

128034 ERRO-
R

Device "%s" failed to unlock. 原因 :削除時に {device}をロック解除できませんでし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128036 ERRO-
R

unable to load existing information
for device with uuid "%s".

原因 :一意の IDを使用してデバイス情報を読み込

めませんでした。

処置 : リソースが正しく設定されていることを確認して

ください。dmmpデバイスリソースを特定する正しいデ

バイス IDでコマンドを再実行してください。

128037 ERRO-
R

unable to load existing information
for device "%s".

原因 :名前を使用してデバイス情報を読み込めませ

んでした。

処置 : リソースが正しく設定されていることを確認して

ください。dmmpデバイスリソースを特定する正しいデ

バイス名でコマンドを再実行してください。

128038 ERRO-
R

unable to load existing information
for device, no dev or uuid defined.

原因 :一意のデバイス ID もデバイス名も指定されて

いないため、デバイス情報を読み込めませんでした。

処置 : リソースが正しく設定されていることを確認して

ください。dmmpデバイスリソースを特定する正しいデ

バイス IDまたはデバイス名でコマンドを再実行してく

ださい。
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128041 ERRO-
R

unable to load existing information
for device with uuid "%s".

原因 :一意の IDを使用してデバイス情報を読み込

めませんでした。

処置 : リソースが正しく設定されていることを確認して

ください。dmmpデバイスリソースを特定する正しいデ

バイス IDでコマンドを再実行してください。

128057 ERRO-
R

All paths are failed on "%s". 原因 : LifeKeeperは、保護対象のdmmpデバイスへ

のすべてのパスが障害状態にあることを検出しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

128058 ERRO-
R

could not determine registrations
for "%s"!All paths failed.

原因 : LifeKeeperは、保護対象のdmmp {device}
の登録を特定できませんでした。dmmp {device}への

すべてのパスが障害状態にあります。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

128059 WARN path "%s" no longer configured for
"%s", remove from path list.

原因 : LifeKeeperが検出した保護対象の {device}
への {path}は、現在は有効ではなく、パスリストから

削除されます。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

128060 WARN registration failed on path "%s" for
"%s".

原因 : LifeKeeperは、保護対象のdmmp {device}
の {path}の登録を特定できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

128062 ERRO-
R

all paths failed for "%s". 原因 : LifeKeeperは、保護対象のdmmp {device}
の有効なパスを確認できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

128072 ERRO-
R

The daemon "%s" does not appear
to be running and could not be
restarted.Path failures may not be
correctly handled without this
daemon.

原因 : LifeKeeperは dmmpデーモンが実行されてい

ることを確認できなかったため、デーモンを再起動で

きませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。
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128078 ERRO-
R

"%s" resource type is not installed
on "%s".

原因 : dmmpデバイスをサポートするためのDevice
Mapper Multipath Recovery Kitがシステムにインス

トールされていません。

処置 : steeleye-lkDMMP DeviceMapper Multipath
Recovery Kit rpmをシステムにインストールしてくださ

い。

128083 ERRO-
R

This script must be executed on
"%s".

原因 : dmmpデバイスリソースを作成するための

devicehierスクリプトの引数に不正なシステム名が指

定されました。

処置 : クラスタノードとコミュニケーションパスが適切に

設定されていることを確認してください。devicehierス
クリプトに正しいシステム名を指定してください。この

名前は、コマンドを実行するシステムの名前に一致

する必要があります。

128084 ERRO-
R

The device%s is not active. 原因 : リソース作成時に LifeKeeperは、指定された

{device}をシステム上の有効なデバイスとして見つけ

られませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。次の正しい引数を指定し

てコマンドを再実行してください。-t <Resource Tag>
および -i <Resource ID> (作成する dmmpデバイスリ

ソースを特定する ID)

128086 ERRO-
R

Failed to create "%s" hierarchy. 原因 : LifeKeeperは、{device}のためのリソース階層

を作成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。レポートされているエラーを

修正してから操作を再試行する必要があります。

128088 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{server}で {tagname}を使用

してリソースを作成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128090 ERRO-
R

Failed to create dependency "%s"-
"%s" on system "%s".

原因 : LifeKeeperは、{system}で依存関係

{resource tag name} - {resource tag name}を作成で

きませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。
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128091 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : LifeKeeperは、{system}で {resource}を作成

できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128101 ERRO-
R

"%s" constructor requires a valid
argument.

原因 : LifeKeeperは、dmmpリソースのオブジェクトを

作成できませんでした。

処置 :次の正しい引数を指定してコマンドを再実行

してください。-t <Resource Tag>および -i <Resource
ID> (dmmpデバイスリソースを特定する ID)

128102 ERRO-
R

Invalid tag "%s". 原因 :指定されたタグ名のリソースインスタンスが見つ

かりませんでした。

処置 : リソースが正しく設定されていることを確認して

ください。次の正しい引数を指定してコマンドを再実

行してください。-t <Resource Tag>および -i
<Resource ID> (dmmpデバイスリソースを特定する

ID)

128111 ERRO-
R

Failed to get registrations for
"%s":%s.Verify the storage
supports persistent reservations.

原因 : LifeKeeperは {device}の登録の取得に失敗

し、メッセージ「bad field in Persistent reservation in
cdb」を出力しました。

処置 : このストレージでパーシステントリザベーションが

サポートされているか確認してください。隣接するログ

メッセージで詳細および関連メッセージを確認してくだ

さい。レポートされているエラーを修正してから操作を

再試行する必要があります。

128112 ERRO-
R

Failed to get registrations for
"%s":%s.Verify the storage
supports persistent reservations.

原因 : LifeKeeperは {device}の登録の取得に失敗

し、メッセージ「illegal request」を出力しました。

処置 : このストレージでパーシステントリザベーションが

サポートされているか確認してください。隣接するログ

メッセージで詳細および関連メッセージを確認してくだ

さい。レポートされているエラーを修正してから操作を

再試行する必要があります。

128136 ERRO-
R

A previous quickCheck with PID
"%s" running for device "%s" has
been terminated.

原因 : LifeKeeperは、dmmpリソースの restore操作

時に前のquickCheckがまだ実行中であることを検

出しました。LifeKeeperは quickCheckを終了しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。
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128137 ERRO-
R

SCSI reservation conflict on%s
during LifeKeeper resource
initialization.Manual intervention
required.

原因 : LifeKeeperは、dmmpリソースの restore操作

時に {device}で SCSI リザベーションコンフリクトを検

出しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。手動による介入および

{device}でのリザベーションコンフリクトの解消が必要

です。

128138 ERRO-
R

unable to clear registrations on%s. 原因 : LifeKeeperは、{device}上のすべての登録を

消去できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128140 WARN registration failed on path%s for
%s.

原因 : LifeKeeperは、{device}の {path}の登録を作

成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128143 ERRO-
R

reserve failed (%d) on%s. 原因 : LifeKeeperは、{device}上の {resource}の登

録を作成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128145 ERRO-
R

The server ID "%s" returned by
"%s" is not valid.

原因 : LifeKeeperは有効な Host {ID}の生成に失

敗しました。

処置 :デバイスを登録するための IDは、クラスタ内の

サーバを一意に特定する 1～ 12桁の16進数で構

成されます。隣接するログメッセージで詳細および関

連メッセージを確認してください。レポートされているエ

ラーを修正してから操作を再試行する必要がありま

す。

128146 ERRO-
R

device failure on%s.SYSTEM
HALTED.

原因 : LifeKeeperは {device}で障害を検出しまし

た。サーバを再起動します。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。
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128148 ERRO-
R

device failure on%s.SYSTEM
HALTED DISABLED.

原因 : LifeKeeperは {device}で障害を検出しまし

た。LifeKeeperの設定によって、再起動はスキップさ

れました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。「SCSIHALT」設定を有

効にして、いかなるデバイス障害が検出されたときも

再起動が行われるようにしてください。

128149 ERRO-
R

device failure or SCSI Error on
%s.SENDEVENT DISABLED.

原因 : LifeKeeperは {device}で障害を検出しまし

た。LifeKeeperの設定によって、イベント生成はス

キップされました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。「SCSIEVENT」設定を有

効にして、いかなるデバイス障害が検出されたときも

sendeventを使用できるようにしてください。

128150 ERRO-
R

%s does not have EXCLUSIVE
access to%s, halt system.

原因 : LifeKeeperは {server}の {device}でリザベー

ションコンフリクトを検出しました。サーバを再起動し

ます。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

128151 ERRO-
R

%s does not have EXCLUSIVE
access to%s, halt system
DISABLED.

原因 : LifeKeeperは {server}の {device}でリザベー

ションコンフリクトを検出しました。LifeKeeperの設定

によって、再起動はスキップされました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認してください。

「RESERVATIONCONFLICT」設定を有効にして、

いかなるリザベーションコンフリクトが検出されたときも

再起動が行われるようにしてください。

128154 WARN unable to flush buffers on%s. 原因 : LifeKeeperは、dmmpリソースの削除時に

{device}のバッファを消去できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128157 WARN %s utility not found, limited
healthcheck for%s.

原因 : LifeKeeperは、{device}の健全性チェックを行

う「dd」ユーティリティを見つけられませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。
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128160 ERRO-
R

%s failed to read%s. 原因 : LifeKeeperは、{utility}の使用中に {device}
のディスク I/Oテストに失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128163 ERRO-
R

Registration ID "%s" for "%s" is
not valid.

原因 : LifeKeeperは {device}の有効な登録 {ID}の
生成に失敗しました。

処置 :デバイスを登録するための IDは、デバイスへの

パスに由来する 4桁の16進数で構成されます。隣

接するログメッセージで詳細および関連メッセージを

確認し、レポートされているエラーを修正してから操

作を再試行する必要があります。

128170 ERRO-
R

Usage: canextend <Template
system name> <Template tag
name>

128500 ERRO-
R

Usage error 原因 : dmmpデバイスの restoreコマンドに不正な引

数が指定されたため、コマンドが実行できませんでし

た。

処置 :次の正しい引数を指定してコマンドを再実行

してください。-t <Resource Tag>および -i <Resource
ID> (リストアする dmmpデバイスリソースを特定する

ID)

128504 ERRO-
R

"%s" resource type is not installed
on "%s".

原因 : dmmpデバイスをサポートするためのDevice
Mapper Multipath Recovery Kitがシステムにインス

トールされていません。

処置 : steeleye-lkDMMP DeviceMapper Multipath
Recovery Kit rpmをシステムにインストールしてくださ

い。

128506 ERRO-
R

Usage error 原因 : dmmpデバイスのdevSharedコマンドに不正

な引数が指定されたため、コマンドが実行できません

でした。

処置 :次の正しい引数を指定してコマンドを再実行

してください。<Template Resource System Name>
および<Template Resource Tag> (作成する dmmp
デバイスリソースを特定するタグ)
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128507 FATAL This script must be executed on
"%s".

原因 : dmmpデバイスリソースを作成するための

devicehierスクリプトの引数に不正なシステム名が指

定されました。

処置 : devicehierスクリプトに正しいシステム名を指

定してください。この名前は、コマンドを実行するシス

テムの名前に一致する必要があります。

128511 ERRO-
R

Failed to get the ID for the device
"%s".Hierarchy create failed.

原因 : dmmpデバイスリソースを作成するための

devicehierスクリプトは、指定されたデバイスのSCSI
IDを特定できませんでした。

処置 :指定されたデバイスパスが存在すること、およ

びそのパスがサポート対象のSCSIストレージアレイの

パスであることを確認してください。

128512 ERRO-
R

Failed to get the disk ID for the
device "%s".Hierarchy create
failed.

原因 : dmmpディスクリソースを作成するための

devicehierスクリプトは、指定されたディスクのSCSI
IDを特定できませんでした。

処置 :指定されたデバイスパスが存在すること、およ

びそのパスがサポート対象のSCSIストレージアレイの

パスであることを確認してください。

128513 ERRO-
R

Failed to create the underlying
resource for device "%s".Hierarchy
create failed.

原因 :ベースとなる dmmpディスクリソースの作成に

失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128515 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 : dmmpデバイスリソースの作成に失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128517 ERRO-
R

Failed to create dependency "%s"-
"%s" on system "%s".

原因 : dmmpデバイスリソースとdmmpディスクリソー

スとの間の親 /子の依存関係の作成に失敗しまし

た。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。
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128519 ERRO-
R

Error creating resource "%s" on
server "%s"

原因 :新しく作成した dmmpデバイスリソースを in
serviceにする操作が失敗しました。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

から操作を再試行する必要があります。

128521 ERRO-
R

Either TEMPLATESYS or
TEMPLATETAG argument
missing

原因 : dmmpデバイスリソースのextendコマンドに不

正な引数が指定されました。

処置 :テンプレートシステムおよびタグの正しい名前を

指定して dmmpデバイスリソースのextendを再実行

してください。

128540 ERRO-
R

Usage error 原因 : dmmpデバイスのSCSI IDを取得する getIdコ
マンドに不正な引数が指定されました。

処置 :次の正しい引数を指定してコマンドを再実行

してください。-i <device path>または -b <device
ID>。

128541 ERRO-
R

Usage error 原因 : dmmpデバイスリソースを削除するコマンドに

不正な引数が指定されました。

処置 :次の正しい引数を指定してコマンドを再実行

してください。-t <dmmp device resource tag>.

128543 ERRO-
R

device node \"$dev\" does not
exist.

原因 : dmmpデバイスリソースをリストアするために必

要なデバイスノードが存在しません。リストア時に

udevデバイスの作成に割り当てられている待機時

間を越えました。

処置 : udevがデバイスを作成した後に dmmpデバイ

スリソースの restoreを再実行してください。

128544 ERRO-
R

Usage error 原因 : dmmpデバイスリソースを out of serviceにする

removeコマンドに不正な引数が指定されました。

処置 :次の正しい引数を指定してコマンドを再実行

してください。-t <dmmp device resource tag>.

129100 FATAL Failed to load instance from
LifeKeeper.

原因 :無効なリソースタグまたは IDが指定されまし

た。

処置 : タグまたは IDが有効であることを確認し、コマ

ンドを再実行してください。

129103 FATAL No resourcematches tag \"$self->
{'tag'}\".

原因 :無効なリソースタグが指定されました。

処置 : タグが有効であることを確認し、コマンドを再

実行してください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 491



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

129104 FATAL An error occurred setting
LifeKeeper resource information

原因 : LifeKeeperで内部エラーが発生しました。

129108 ERRO-
R

Missing parameter \"$param\" in
ec2 resource object

原因 : これは内部エラーです。

129110 ERRO-
R

Could not get the Elastic Network
Interface ID for $dev

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129111 ERRO-
R

Failed to get Allocation ID of
Elastic IP \"$elasticIp\".

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129112 ERRO-
R

Cannot find curl
executable.steeleye-curlパッケージ

がインストールされていることを確認

してください。

原因 : steeleye-curlがインストールされていない場合

は、インストールしてください。

129113 ERRO-
R

Failed to get my instance ID. 原因 : EC2インスタンスのメタデータのアクセスに失敗

しました。

処置 : Amazonコンソールを確認し、操作を再試行

してください。

129114 ERRO-
R

Failed to get ENI ID. 原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129115 ERRO-
R

Failed to associate Elastic IP,
retrying $i/$MAX_RETRY

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129116 ERRO-
R

Failed to associate Elastic IP
\"$self->{'EIP'}\" on \"$self->
{'DEV'}\".

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129117 ERRO-
R

Failed to disassociate Elastic IP,
retrying $i/$MAX_RETRY

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。
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129118 WARN $self->{'EIP'} is not associated
with any instance.

原因 : Elastic IPがインスタンスに関連付けられてい

ません。

処置 : LifeKeeperは Elastic IPを関連付けるEC2
APIを呼び出して、問題の修正を試行します。隣接

するログメッセージで詳細を確認してください。

129119 WARN $self->{'EIP'} is associated with
another instance.

原因 : Elastic IPが別のインスタンスに関連付けられ

ています。

処置 : LifeKeeperは Elastic IPを関連付けるEC2
APIを呼び出して、問題の修正を試行します。隣接

するログメッセージで詳細を確認してください。

129120 ERRO-
R

Failed to recover Elastic IP. 原因 : EC2 APIがElastic IPの関連付けに失敗しま

した。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129121 ERRO-
R

Recovery process ended but
Elastic IP is not associated with
this instance.Please check AWS
console.

原因 : EC2 APIがElastic IPの関連付けに失敗しま

した。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129122 ERRO-
R

Error creating resource \"$target_
tag\" with return code of \"$err\".

原因 : LifeKeeperがサーバ上にリソースインスタンスを

作成できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

129123 ERRO-
R

Failed to get ENI ID. 原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129124 WARN $self->{'EIP'} is associated with
another network interface.

原因 : Elastic IPは正しいインスタンスに関連付けら

れていますが、ENIが正しくありません。

処置 : LifeKeeperは Elastic IPを関連付けるEC2
APIを呼び出して、問題の修正を試行します。隣接

するログメッセージで詳細を確認してください。
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129125 ERRO-
R

Link check failed for interface
\'$dev\'.

原因 :要求したインターフェースが「NO-CARRIER」と
なっています。これは、リンクが存在しないことを示し

ます。

処置 :ネットワークインターフェースを確認し、リンクを

アップ状態にしてください。

129126 ERRO-
R

Link check failed for interface
\'$dev\'.Reason: down slave.

原因 :要求したインターフェースが「NO-CARRIER」と
なっています。これは、リンクが存在しないことを示し

ます。

処置 :ネットワークインターフェースを確認し、リンクを

アップ状態にしてください。

129129 WARN The link for network interface
\'$self->{'DEV'}\' is
down.Attempting to bring the link
up.

原因 :要求したインターフェースが「NO-CARRIER」と
なっています。これは、リンクが存在しないことを示し

ます。

処置 : LifeKeeperは、リンクをアップ状態にして

Elastic IP とインターフェースを関連付けることにより、

問題の修正を試行します。隣接するログメッセージで

詳細を確認してください。

129137 ERRO-
R

The link for network interface
\'$self->{'DEV'}\' is still down.

原因 : LifeKeeperがリンクをアップ状態にできませんで

した。

処置 : インターフェースが有効であり、アップ状態であ

ることを確認してください。隣接するログメッセージで

詳細を確認してください。

129139 WARN The link for network interface
\'$self->{'DEV'}\' is down.

原因 :要求したインターフェースが「NO-CARRIER」と
なっています。これは、リンクが存在しないことを示し

ます。

処置 :ネットワークインターフェースを確認し、リンクを

アップ状態にしてください。

129140 ERRO-
R

Could not get ENI ID for $self->
{IP}.

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129141 ERRO-
R

Could not update route table,
retrying $i/$MAX_RETRY
(err=%s)(output=%s

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。
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129142 ERRO-
R

Failed to update route table 原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129143 ERRO-
R

Youmust have exactly one IP
address resource as the parent of
the RouteTable EC2
resource.Please reconfigure your
resource hierarchy.

原因 :ルートテーブルのEC2リソースは親として IP リ

ソースを 1つのみ持つ必要があります。

処置 :必要に応じてリソース階層を修復してくださ

い。

129144 ERRO-
R

$func called with invalid
timeout:$timeout

原因 : /etc/default/LifeKeeperファイルに無効なタイ

ムアウト値が指定されました。

処置 : /etc/default/LifeKeeper内にあるすべての

EC2_*_TIMEOUT設定が正しいことを確認してくだ

さい。

129145 ERRO-
R

$func action timed out after
$timeout seconds

原因 : タイムアウト期間中に動作が完了しませんで

した。

処置 :その動作のEC2_*_TIMEOUT値

(/etc/default/LifeKeeper内 )を増加することを検討し

てください。

129146 ERRO-
R

failed to run $func with timeout:$@ 原因 : これは内部エラーです。

129148 ERRO-
R

Amazon ec2-describe-route-tables
呼び出しが失敗しました (err=%s)
(output=%s)。

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129150 ERRO-
R

Elastic IP \"$elasticIp\" is
associated with another instance.

原因 : Elastic IPが正しいインスタンスに関連付けら

れていません。

処置 : LifeKeeperは Elastic IPを関連付けるEC2
APIを呼び出して、問題の修正を試行します。隣接

するログメッセージで詳細を確認してください。

129151 ERRO-
R

Could not get the Association ID
for Elastic IP \"$elasticIp\".

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。
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129152 ERRO-
R

Failed to disassociate Elastic IP
\"$self->{'EIP'}\" on \"$self->
{'DEV'}\".

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129153 ERRO-
R

Failed to disassociate Elastic IP
\"$elasticIp\", (err=%s)(output=%s

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129154 ERRO-
R

Amazon ec2-describe-addresses
call failed (err=%s)(output=%s

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129155 ERRO-
R

Amazon ec2-describe-addresses
call failed (err=%s)(output=%s

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129156 ERRO-
R

curl call failed (err=%s)(output=%s 原因 : EC2インスタンスのメタデータのアクセスに失敗

しました。

処置 : Amazonコンソールを確認し、操作を再試行

してください。

129157 ERRO-
R

curl call failed (err=%s)(output=%s 原因 : EC2インスタンスのメタデータのアクセスに失敗

しました。

処置 : Amazonコンソールを確認し、操作を再試行

してください。

129158 ERRO-
R

curl call failed (err=%s)(output=%s 原因 : EC2インスタンスのメタデータのアクセスに失敗

しました。

処置 : Amazonコンソールを確認し、操作を再試行

してください。

129159 ERRO-
R

Amazon ec2-associate-address
call failed (err=%s)(output=%s

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。
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129160 ERRO-
R

Amazon ec2-describe-addresses
call failed (err=%s)(output=%s

原因 : EC2 APIの呼び出しに失敗しました。ネット

ワークの問題と考えられます。

処置 :ネットワークとAmazonコンソールを確認し、操

作を再試行してください。

129161 ERRO-
R

Error deleting resource
\"$otherTag\" on \"$otherSys\" with
return code of \"$err\".

原因 : LifeKeeperがサーバ上のリソースインスタンスを

削除できませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

129403 ERRO-
R

END failed create of $TAG due to a
$sig signal

原因 :作成プロセスがシグナルによって中断されまし

た。

129409 ERRO-
R

The IP resource $IP_RES is not
\"ISP\".

原因 : IP リソースが in serviceではありません。

処置 : リソースを in serviceにして、操作をもう一度

行ってください。

129410 ERRO-
R

Could not find IP resource $IP_
RES

原因 : IP リソースが存在していることを確認し、操作

を再試行してください。

129412 ERRO-
R

EC2 resource $ID is already
protected

原因 :指定した IDを持つリソースはすでに存在して

います。

処置 :残っている古いリソースをすべてクリーンアップし

てから、新しいリソースを再作成してください。

129413 ERRO-
R

Failed to encrypt AWS_SECRET_
KEY

原因 : AWS_ACCESS_KEY とAWS_SECRET_
KEYが正しく入力されていることを確認してください。

129416 ERRO-
R

Error creating resource \"$TAG\"
with return code of \"$lcderror\".

原因 : LifeKeeperがリソースインスタンスを作成できま

せんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

129418 ERRO-
R

Dependency creation between
\"$IP_RES\" and \"$TAG\" failed
with return code of \"$lcderror\".

原因 : LifeKeeperがリソースの依存関係を作成でき

ませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

SIOS Protection Suite for Linuxテクニカルドキュメンテーション

Page 497



総合メッセージカタログ

コード
重大

度
メッセージ 原因 /処置

129420 ERRO-
R

In-service failed for tag \"$TAG\". 原因 : LifeKeeperがリソースインスタンスを in service
にできませんでした。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

129800 ERRO-
R

canextend checks failed for \"$self-
>{'tag'}\" (err=$ret

原因 : ターゲットサーバで拡張前のチェックに失敗しま

した。

処置 :隣接するログメッセージで詳細および関連メッ

セージを確認し、レポートされているエラーを修正して

ください。

134003 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:catch a \"$sig\"
signal

原因 : create処理がシグナルによって中断されまし

た。

処置 :前後のログメッセージを確認してください。

134004 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:Unable to
getlocks on $server during
resource create. Error ($rc)

原因 : リソース階層の作成時に管理ロックの取得に

失敗しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。

134005 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:The service
\"$serviceName\" is not supported
on $server. Error ($rc)

原因 :サービスが存在しないか保護できないサービス

です。

処置 :適切なサービス名を入力してください。

134006 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:The service
\"$serviceName\" is already
protected on $server.

原因 :すでに保護されているサービスです。

処置 : このサービスを保護するためのリソースを作成

することはできません。

134007 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:Error creating
resource $tag. Error ($rc)

原因 : QSPリソースの起動に失敗しました。

処置 :保護したいサービスに関連したログを確認し

て、問題を解決してください。

134011 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:In-service
attempted failed for tag $tag.

原因 : IPアドレスはネットワークの別の場所で使用

中のようです。

処置 :別の IPアドレスを選択して使用するか、この

IPアドレスを特定して、現在の使用を無効にしてく

ださい。

134015 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:Unable to
rlslocks on $server during resource
create. Error ($rc)

原因 : QSPリソースの作成後にロックの解除に失敗

しました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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134103 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:Template
resource \"$template_tag\" on
server \"$template_sys\" does not
exist

原因 : テンプレートシステムでリソースを見つけられま

せん。

処置 : テンプレートシステムで階層が正しいことを確

認してから拡張してください。

134104 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:Template
resource \"$template_tag\" on
server \"$template_sys\" is not
QSP resource (app=$ins[1],
res=$ins[2])

原因 : テンプレートリソースはQSPリソースではありま

せん。

処置 : テンプレートリソースと同じタイプに拡張してくだ

さい。

134105 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:The service
\"$service\" is not supported on
$me. Error ($check)

原因 :拡張先のサーバにサービスが存在しません。

処置 :拡張先サーバにサービスをインストールしてか

ら拡張してください。

134106 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:The service
\"$service\" is already protected on
$me.

原因 :拡張先サーバに同じIDのリソースが既にありま

す。

処置 :同じサービスのリソースを作成することはできま

せん。

134203 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:catch a \"$sig\"
signal

原因 : リソース拡張処理がシグナルによって中断され

ました。

処置 :前後のログメッセージを確認してください。

134204 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:Template
resource \"$template_tag\" on
server \"$template_sys\" does not
exist

原因 : テンプレートシステムでリソースを見つけられま

せん。

処置 : テンプレートシステムで階層が正しいことを確

認してから拡張してください。

123059 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:Error creating
resource \"$tag\" on server \"$me\"

原因 : LifeKeeperが拡張先サーバでリソースインスタ

ンスを作成できませんでした。

処置 :前後のログメッセージを確認して、エラーの原

因を取り除いてください。

134401 ERRO-
R

An error occurred during creation of
LifeKeeper application=comm on
%s.

原因 : 「app_create」の呼び出し中に障害が発生し

ました。

処置 :関連するエラーをログで確認し、レポートされ

ている問題を解決してください。
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123068 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:timeout $cmd for
\"$tag\". Forcibly terminating.

原因 :サービスの起動処理が規定時間を超えても

終了しません。

処置 :保護しているサービスについて確認し、restore
操作を再試行してください。また、関連するエラーを

ログで確認し、レポートされている問題を解決してく

ださい。

134405 FATAL LK_FATAL:$tag:Failed to fork
process to execute service
command: $!

原因 : forkが失敗しました。これはシステムエラーで

す。

処置 : forkが失敗する理由を特定してください。

123093 ERRO-
R

the ping list check failed 原因 : pingリストのどのアドレスからも応答を受信し

ませんでした。

処置 : このノードのネットワーク接続およびpingリスト

の IPが存在するシステムを確認してください。

134407 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:service
command has failed for \"$tag\"

原因 : serviceコマンドの実行に失敗しました。

処置 : startオプションでserviceコマンドを手動実行す

るとエラーになります。エラーメッセージを参考にしてエ

ラーの原因を取り除いてください。

134501 FATAL LK_ERROR:$tag:timeout $cmd for
\"$tag\". Forcibly terminating.!

原因 :サービスの停止処理が規定時間を超えても

終了しません。

処置 :保護しているサービスについて確認し、

remove操作を再試行してください。また、関連する

エラーをログで確認し、レポートされている問題を解

決してください。

134505 FATAL LK_FATAL:$tag:Failed to fork
process to execute service
command: $!

原因 : forkが失敗しました。これはシステムエラーで

す。

処置 : forkが失敗する理由を特定してください。

134507 FATAL LK_ERROR:$tag:service
command has failed for \"$tag\"

原因 : serviceコマンドの実行に失敗しました。

処置 : stopオプションでserviceコマンドを手動実行す

るとエラーになります。エラーメッセージを参考にしてエ

ラーの原因を取り除いてください。

134601 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:timeout $cmd for
\"$tag\". Forcibly terminating.

原因 :サービスの監視処理が規定時間を超えても

終了しません。

処置 :保護しているサービスについて確認してくださ

い。また、関連するエラーをログで確認し、レポートさ

れている問題を解決してください。
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134605 FATAL LK_FATAL:$tag:Failed to fork
process to execute service
command: $!

原因 : forkが失敗しました。これはシステムエラーで

す。

処置 : forkが失敗する理由を特定してください。

134607 FATAL LK_FATAL:$tag:Failed to fork
process to execute service
command: $!

原因 : forkが失敗しました。これはシステムエラーで

す。

処置 : forkが失敗する理由を特定してください。

134501 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:service
command has failed for \"$tag\"

原因 : serviceコマンドの実行に失敗しました。

処置 : statusオプションでserviceコマンドを手動実行

するとエラーになります。エラーメッセージを参考にして

エラーの原因を取り除いてください。

134701 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:timeout $cmd for
\"$tag\". Forcibly terminating.

原因 :サービスの回復処理が規定時間を超えても

終了しません。

処置 :保護しているサービスについて確認してくださ

い。また、関連するエラーをログで確認し、レポートさ

れている問題を解決してください。

134706 FATAL LK_FATAL:$tag:Failed to fork
process to execute service
command: $!

原因 : forkが失敗しました。これはシステムエラーで

す。

処置 : forkが失敗する理由を特定してください。

134708 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:service
command has failed for \"$tag\"

原因 : serviceコマンドの実行に失敗しました。

処置 : startオプションでserviceコマンドを手動実行す

るとエラーになります。エラーメッセージを参考にしてエ

ラーの原因を取り除いてください。

134803 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:tag \"$tag\" does
not exist on server \"$me\"

原因 :指定されたタグが存在しません。これは内部

エラーです。

134804 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:app type \"$ins
[1]\" is not $app

原因 :指定されたタグはQSPリソースではありませ

ん。これは内部エラーです。

134805 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:res type \"$ins
[2]\" is not $res

原因 :指定されたタグはQSPリソースではありませ

ん。これは内部エラーです。

134823 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:tag \"$tag\" does
not exist on server \"$me\"

原因 :指定されたタグが存在しません。これは内部

エラーです。

134824 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:app type \"$ins
[1]\" is not $app

原因 :指定されたタグが存在しません。これは内部

エラーです。

134825 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:res type \"$ins
[2]\" is not $res

原因 :指定されたタグはQSPリソースではありませ

ん。これは内部エラーです。
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134843 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:tag \"$tag\" does
not exist

原因 :指定されたタグが存在しません。これは内部

エラーです。

134844 ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:app type \"$ins
[1]\" is not $app

原因 :指定されたタグはQSPリソースではありませ

ん。これは内部エラーです。

13484-
55

ERRO-
R

LK_ERROR:$tag:res type \"$ins
[2]\" is not $res

原因 :指定されたタグはQSPリソースではありませ

ん。これは内部エラーです。
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