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はじめに 
『CLUSTERPRO システム構築ガイド』は、クラスタシステムに関して、システムを

構築する管理者、およびユーザサポートを行うシステムエンジニア、保守員を対象にし

ています。 
本書では、CLUSTERPRO 環境下での動作確認が取れたソフトウェアをご紹介していま

す。ここでご紹介するソフトウェアや設定例は、あくまで 参考情報としてご提供する

ものであり、各ソフトウェアの 動作保証をするものではありません。 
 
 

補足情報 
    【OS のアップグレードについて】 

クラスタサーバの OS をアップグレードする場合、手順を誤ると予期せぬタイミングでフェ

イルオーバが発生したり、 悪の場合、システム上にダメージを与える可能性があります。 

セットアップカードの手順に沿って OSをアップグレード願います。 

サービスパックの適用もこれに準じます。 

 
 

適用範囲 
本書は、CLUSTERPRO Ver5.0・CLUSTERPRO Ver6.0 および CLUSTERPRO for Windows Ver7.0 を

対象としています。 

CLUSTERPRO for Windows Ver7.0 に対応する記述があるのは「TPBASE」になります。 

 
 

Windows 2000 対応について 
【ハードウェア】 

クラスタシステムで使用するハードウェアの Windows 2000 対応状況については、製品通知

などでご確認ください。 

 

 
 
 
 
 
CLUSTERPRO®は日本電気株式会社の登録商標です。 
Microsoft®, Windows®および Windows NT®は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその

他の国における登録商標または商標です。 
CLARiiON ATF , CLARiiON Array Manager は米国 EMC 社 の商標です。 
Oracle Parallel Server は米国オラクル社の商標です。 
VERITAS , VERITAS ロゴおよび VERITAS Volume Manager は、VERITAS Software 
Corporation の登録商標または商標です。 
その他のシステム名、社名、製品名等はそれぞれの会社の商標及び登録商標です。 
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CLUSTERPRO ドキュメント体系 
 

CLUSTERPRO のドキュメントは、CLUSTERPRO をご利用になる局面や読者に応じて以

下の通り分冊しています。初めてクラスタシステムを設計する場合は、システム構築ガイド【入

門編】を 初にお読みください。 
 
  ■ セットアップカード (必須) 設計・構築・運用・保守

製品添付の資料で、製品構成や動作環境などについて記載しています。

■ システム構築ガイド

  【入門編】 (必須) 設計・構築・運用・保守

クラスタシステムをはじめて設計・構築する方を対象にした入門書です。

  【システム設計編(基本/共有ディスク,ミラーディスク)】 (必須) 設計・構築・運用・保守

クラスタシステムを設計・構築を行う上でほとんどのシステムで必要となる事項をまとめたノウ

ハウ集です。構築前に知っておくべき情報、構築にあたっての注意事項などを説明しています。

システム構成が共有ディスクシステムかミラーディスクシステムかで分冊しています。

  【システム設計編(応用)】 (選択) 設計・構築・運用・保守

設計編(基本)で触れなかった CLUSTERPRO のより高度な機能を使用する場合に必要となる事項を

まとめたノウハウ集です。

  【クラスタ生成ガイド(共有ディスク,ミラーディスク)】 (必須) 設計・構築・運用・保守

CLUSTERPRO のインストール後に行う環境設定を実際の作業手順に沿って分かりやすく説明して

います。システム構成が共有ディスクシステムかミラーディスクシステムかで分冊しています。

  【運用/保守編】 (必須) 設計・構築・運用・保守

クラスタシステムの運用を行う上で必要な知識と、障害発生時の対処方法やエラー一覧をまとめたド

キュメントです。

  【GUI リファレンス】 (必須) 設計・構築・運用・保守

クラスタシステムの運用を行う上で必要な CLUSTERPRO マネージャなどの操作方法をまとめたリ

ファレンスです。

  【コマンドリファレンス】 (選択) 設計・構築・運用・保守

CLUSTERPRO のスクリプトに記述できるコマンドやサーバまたはクライアントのコマンドプロン

プトから実行できる運用管理コマンドについてのリファレンスです。

【API リファレンス】 (選択) 設計・構築・運用・保守

CLUSTERPRO が提供する API を利用してクラスタシステムと連携したアプリケーションを作成す

る場合にお使いいただくリファレンスです。

  【ハードウェア構築編】 (必須) 設計・構築・運用・保守

Express サーバ本体や共有ディスクなど、クラスタシステムのハードウェア構築に必要な仕様・諸元

についてまとめたドキュメントです。

  【ハードウェア現調編】 (必須) 設計・構築・運用・保守

ハードウェアの設置環境や、接続・設定方法などについてまとめたドキュメントです。

  【PP 編】 (選択必須) 設計・構築・運用・保守

この編に記載されている各 PP は、CLUSTERPRO と連携して動作することができます。

各 PP が、CLUSTERPRO と連携する場合に必要な設定や、スクリプトの記述方法、注意事項など

について説明しています。使用する PP については必ずお読みください。

  【注意制限事項集】                                         (選択) 設計・構築・運用・保守

クラスタシステム構築時、運用時、異常動作等障害対応時に注意しなければならない事項を記載した

リファレンスです。必要に応じてお読みください。
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1 OLTP 
1.1 TPBASE 

1.1.1 機能概要 

TPBASE を CLUSTERPRO 環境下で利用する際の機能概要について以下に記述します。 

TPBASE の運用形態には以下のような構成があります。 

 

○スタンバイ型 

  ・ホットスタンバイ型 

  ・コールドスタンバイ型 

  ・相互スタンバイ型(コールドスタンバイ複合型) 

○負荷分散／縮退運転型 

 

ホットスタンバイ型を除くスタンバイ型では、切り替えディスク上に、TPBASE の実行

環境を記述するファイルを配置します。ノードダウンなどで、運用系のTPBASEを含むフェ

イルオーバグループがダウンすると、いずれかの待機系でフェイルオーバグループがス

タートし TPBASE が立ち上がります。その時に、フェイルオーバグループで運用していた

IP アドレス（仮想 IPアドレス）を引き継ぎます。また、切り替えディスク上の実行環境

を使用して、切り替え前に運用していた状態に復元されますので、使用できる AP などが

引き継がれます。クライアントは、現在 TPBASE がどのノードで動作しているかの意識を

することなく、フェイルオーバグループで固定の仮想 IP アドレスに対して接続を行うこ

とで、現在アクティブな TPBASE に接続でき、業務を行うことができます。一方、ホット

スタンバイ型は切り替えディスクを使用せず、各ノードの TPBASE はローカルのディスク

にある実行環境を参照して常に起動しています。定義上スタンバイ型に含まれますが、

運用、構成については後述の負荷分散／縮退運転型に近いものです。 

負荷分散／縮退運転型は、個々のノードに TPBASE を含むフェイルオーバグループをス

タートさせ、おのおの TPBASE が ORACLE Real Application Cluster(RAC)の DB をアプリ

ケーションから共有する形態です。クライアントは、接続時にどれかのフェイルオーバ

グループ（仮想 IP アドレス）を選択して接続を行います。接続を行うクライアントを適

切に分類しておくことにより、負荷の分散を図れます。また、一つのノードがダウンし

た場合に、他のノードにフェイルオーバするため、クライアントは再接続を行うことで

他のノードで動作する TPBASE へ接続でき、業務の利用が可能です。他のノードで動作す

る TPBASE による業務提供という縮退運転へスムーズな移行が可能です。 
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・ コールドスタンバイ型 

下図はスタンバイ型を CLUSTERPRO 環境下で動作させるときのイメージ図です。 

 
クライアントは TPBASE が現在どのノードで運用されているかを意識せずに、固定の

仮想 IP アドレスを指定して接続をします。対応する仮想 IP アドレスはその時点でアク

ティブなノードに割付いています。 
現用系（上記図の場合はノード１）の TPBASE の実行状態は切り替えディスク上の

TPBASE 環境ファイルに格納されます。 
 
現用系ノードに障害が発生すると、以下のように遷移します。 
 

 

Oracle

ノード１ ノード２

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

TPBASE
  TPBASE

環境ファイル

仮想IP:xx.xx.xx.01 

IP:xx.xx.xx.01 に接続

通信リスナ

APプロセス 

SID=ORCL

障害発生 

仮想IPアドレスの移行

TPBASE の移行

 

Oracle

ノード１ ノード２

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

通信リスナ

AP プロセス 

TPBASE

 TPBASE
環境ファイル

仮想 IP:
xx.xx.xx.01 

IP:xx.xx.xx.01 に接続

SID=ORCL

現用系 待機系

ノード３ ノード４

待機系 待機系



8 

 
TPBASE は CLUSTERPRO の設定/スクリプトに応じていずれかの待機系ノードで立ち上

がります。仮想 IP アドレスが新現用系ノードに割付くため、クライアントは特に意識せ

ずに、同一の IP アドレス／サービス名で接続が可能です。 
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・ ホットスタンバイ型 
各ノードの TPBASE を起動状態で待機させておく形態も構築できます。 
下図は相互スタンバイ型を CLUSTERPRO 環境下で動作させるときのイメージ図です。 
この際は、Real Application Clusters (RAC)が必要となります。 

 
 

各ノードで同じ TPBASE を起動させておきます。クライアントは TPBASE が現在ど

このノードで運用されているかを意識せずに、固定の仮想 IP アドレスを指定して接続を

します。対応する仮想 IP アドレスはその時点でアクティブなノードに割付いています。 
現用系（上記図の場合はノード１）の TPBASE の実行状態はローカルディスク上の

TPBASE 環境ファイルに格納されます。 
あるノードに障害が発生すると、以下のように遷移します。 

 
仮想 IP アドレスは TPBASE が開始したノードに割付くので、クライアントは特に意

識せずに、同一の IP アドレス／サービス名での接続が可能です。 

ノ ー ド ノ ー ド

TPBASE 

仮想 IP: 
xx.xx.xx.01 

ノ ー ド ノ ー ド

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ 
IP:xx.xx.xx.0 に接続 

Oracle9i(RAC) 

SID=ORC1 SID=ORC2 SID=ORC3 SID=ORC4

TPBASE TPBASE TPBASE

ノード１ ノード２ 

仮想 IP:

xx.xx.xx.01 

ノード３ ノード４

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ 
IP:xx.xx.xx.0 に接続

Oracle9i(RAC) 

SID=ORC1 SID=ORC2 SID=ORC3 SID=ORC4

TPBASE TPBASE TPBASE 

障害発生

仮想IPアドレスの移行 
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・ 相互スタンバイ型（複合型） 
各ノードがおのおの別の TPBASE の現用系となり、互いに待機する形態も構築できま

す。 
下図は相互スタンバイ型を CLUSTERPRO 環境下で動作させるときのイメージ図です。 

各ノードにそれぞれ別々の TPBASE を運用させます。クライアントは TPBASE が現

在どこのノードで運用されているかを意識せずに、固定の仮想 IP アドレスを指定して接

続をします。対応する仮想 IP アドレスはその時点でアクティブなノードに割付いていま

す。 
現用系（上記図の場合はノード１）の TPBASE の実行状態は切り替えディスク上の

TPBASE 環境ファイルに格納されます。 
あるノードに障害が発生すると、以下のように遷移します。 

TPBASE は CLUSTERPRO のスクリプトに応じて他のノードで立ち上がります。仮想 IP
アドレスは TPBASE が開始したノードに割付くので、クライアントは特に意識せずに、

同一の IP アドレス／サービス名での接続が可能です。 

ノード１ ノード２

TPBASE １

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

IP:xx.xx.xx.01 に接続 

ノード３ ノード４

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

IP:xx.xx.xx.02 に接続

仮想 IP:
xx.xx.xx.02

仮想 IP:
xx.xx.xx.01
xx.xx.xx.03

仮想 IP:
xx.xx.xx.04

TPBASE ２

TPBASE ３

TPBASE ４

障害発生

仮想 IP アドレスの移行

TPBASE の移行

DB の切り替え

(TPBASE1) (TPBASE2)

Oracle1
SID=ORC1

TPBASE1
環境ファイル Oracle2

SID=ORC2

TPBASE2
環境ファイル Oracle3

SID=ORC3

TPBASE3
環境ファイル Oracle4

SID=ORC4

TPBASE4
環境ファイル 

ノード１ ノード２

TPBASE １ 

仮想IP: 
xx.xx.xx.01 

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ 
IP:xx.xx.xx.01 に接続

ノード３ ノード４

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

IP:xx.xx.xx.02 に接続

仮想IP:
xx.xx.xx.02

仮想IP:
xx.xx.xx.03

仮想IP:
xx.xx.xx.04

TPBASE ２

TPBASE ３

TPBASE ４

(TPBASE1) (TPBASE2)

Oracle1
SID=ORC1

TPBASE1
環境ファイル Oracle2

SID=ORC2

TPBASE2
環境ファイル Oracle3

SID=ORC3

TPBASE3
環境ファイル Oracle4

SID=ORC4

TPBASE4
環境ファイル
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・ 負荷分散／縮退運転型 
下図は負荷分散／縮退運転型をCLUSTERPRO環境下で動作させるときのイメージ図です。 
この際は、Real Application Clusters (RAC)が必要となります。 

RAC を共有して 大４ノードに同一 AP を構成している TPBASE を立ち上げます。

このとき、全てのノードからの SID の違いを TPBASE の起動情報の変更で吸収する必

要があります。 
全ての TPBASE はおのおの別の仮想 IP アドレスで着呼待ちをしています。クライア

ントはどちらかの IP アドレスを選択して接続を行います。 
 あるノードで障害が発生した場合には、以下のように遷移します。 

 

 
フェイルオーバによりノード２の仮想 IP アドレスがノード４へ移行される為、それ

までノード２の TPBASE に対して処理を要求していたクライアントは、同一の IP ア

ドレス／サービス名で再接続するだけでノード４のTPBASEの利用が可能となります。 
 

通信リスナ

AP プロセス

TPBASE 

Oracle9i(RAC)

ノード１ ノード２

仮想 IP:
xx.xx.xx.01

SID=ORC1

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

IP:xx.xx.xx.01 に接続 

ノード３ ノード４

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

IP:xx.xx.xx.02 に接続

仮想 IP:
xx.xx.xx.02

仮想 IP:
xx.xx.xx.03

仮想 IP:
xx.xx.xx.04

SID=ORC2 SID=ORC3 SID=ORC4

通信リスナ

AP プロセス

TPBASE

通信リスナ

AP プロセス

TPBASE

通信リスナ

AP プロセス

TPBASE

通信リスナ

APプロセス 

TPBASE

Oracle9i(RAC)

ノード１ ノード２

仮想 IP: 
xx.xx.xx.01

SID=ORC1

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

IP:xx.xx.xx.01 に接続

ノード３ ノード４

OLTP ｸﾗｲｱﾝﾄ

IP:xx.xx.xx.02 に接続

仮想 IP:
xx.xx.xx.03

仮想 IP: 
xx.xx.xx.02
xx.xx.xx.04

SID=ORC2 SID=ORC3 SID=ORC4

通信リスナ

APプロセス

TPBASE

通信リスナ

APプロセス 

TPBASE

障害発生

仮想 IPアドレスの移行
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1.1.2 機能範囲 

TPBASE の実行時環境の catalog を切り替えディスクに配置することによって、現用

系異常終了時に、待機系に実行環境が引き継がれます。新現用系で動作する TPBASE の

IP アドレスは、クライアントからは変化しませんので、クライアントから単純に再接続

を行うことで新現用系の TPBASE が利用できます。 
 
ホットスタンバイ型、負荷分散／縮退運転型の場合はTPBASEの実行時環境の catalog

をローカルディスクに配置します。 
 

1.1.3 インストール手順 

(1)各ノード(個々のシステム)のローカルディスクにインストールします。インストール方法は通

常のTPBASEのインストールと同じです。 

 

以降コールドスタンバイ型、相互スタンバイ型で運用する場合は以下の手順で実行環境を構築し

ます。 

(2)TPBASEの実行環境が置かれるcatalogを切り替えディスク上に作成します。 

(3) TPP（アプリケーションプログラム）の変更が比較的頻繁に行われるような環境では、APプロ

セスの実行ファイルを切替ディスク上に作成することで、フェイルオーバ時に立ち上がるアプ

リケーション環境の変更を防ぐことができます。 

 

ホットスタンバイ型、負荷分散／縮退運転型の場合は各ノードで運用する TPBASE の実行環境は

個々のノードのローカルディスクに構築します。 

 

1.1.4 スクリプト作成の注意事項 

Oracle をはじめとする DB の起動が正常に終了するのを確認してから、TPBASE が起

動されるように記述してください。 
 

1.1.5 スクリプトサンプル 

1.1.5.1 コールドスタンバイ型、相互スタンバイ型 

下記のサンプルスクリプトを CLUSTERPRO が生成するスクリプトのスケルトンに埋め込

んで下さい。埋め込む場所は NORMAL, FAILOVER 時の動作を記述する箇所になります。 

開始スクリプト 

rem ******************************************************************* 

rem *  TPBASE 開始スクリプト                                           * 

rem *                                                                 * 

rem *  使用方法：                                                     * 

rem *     CLUSTERPRO が生成するスクリプトのスケルトンに埋め込む        * 

rem *     (NORMAL, FAILOVER 共通)                                      * 

rem *                                                                 * 

rem *  設定情報：                                                     * 

rem *     o この例では TPBASE モニタ名は"CLUSTER"                      * 

rem *     o この例ではカタログディレクトリは"x:\catalog"              * 
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rem *     o armload コマンドのオプションは必要に応じて設定する         * 

rem *     o TPBASE 起動待ち合わせ時間は適切値を設定する                * 

rem *     o TPBASE 各プロセスの初期化待ち合わせ時間は適切値を設定する  * 

rem *                                                                 * 

rem ******************************************************************* 

armlog "start   TPBASE" /arm 

 

rem 下記の処理は使用バージョンが TPBASE Ver5.11 以前の場合に設定 

rem 前回運用時の管理ファイルを削除 

rem del x:\catalog\active\pid 

 

rem TPBASE を起動 ( 大 60 秒待ち合わせ) 

armload TPBASE /S /M /FOV /WAIT 60 "TPBASEMonitor CLUSTER" 

armlog "start   TPBASE armload="%errorlevel% /arm 

 

rem TPBASE 各プロセスの初期化待ち合わせ (10 秒) 

armsleep 10 

 

armlog "started TPBASE" 
 

停止スクリプト 

rem ******************************************************************* 

rem *  TPBASE 停止スクリプト                                           * 

rem *                                                                 * 

rem *  使用方法：                                                     * 

rem *     CLUSTERPRO が生成するスクリプトのスケルトンに埋め込む        * 

rem *     (NORMAL, FAILOVER 共通)                                      * 

rem *                                                                 * 

rem *  設定情報：                                                     * 

rem *     o この例では TPBASE モニタ名は"CLUSTER"                      * 

rem *     o この例ではカタログディレクトリは"x:\catalog"              * 

rem *     o TPBASE 停止待ち合わせ時間は適切値を設定する                * 

rem *     o TPBASE コマンドによる停止待ち合わせ時間は適切値を設定する  * 

rem *       (環境設定または TPBASE モニタ名登録で指定した、            * 

rem *        待ち合わせ時間＋20 程度が目安)                            * 

rem *                                                                 * 

rem *                                                                 * 

rem ******************************************************************* 

 

armlog "stop     TPBASE" /arm 

 

rem TPBASE を停止 ( 大 120 秒待ち合わせ) 

armkill TPBASE /T 120 

 

IF %errorlevel% == 0 GOTO STOP_OK 

rem サービス停止に失敗したら TPBASE コマンドで停止する (40 秒待ち合わせ) 

    armlog "stopping TPBASE armkill="%errorlevel% /arm 

    stop_tpm -n CLUSTER 

    armlog "stopping TPBASE stop_tpm="%errorlevel% /arm 
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    armsleep 40 

:STOP_OK 

 

armlog "stopped  TPBASE" /arm 

1.1.5.2 ホットスタンバイ型、負荷分散／縮退運転型 

ホットスタンバイ型、負荷分散／縮退型は個々のノードで起動するフェイルオーバグ

ループの起動スクリプトに個々のノードで運用する TPBASE の起動スクリプトを指定し

ます。1.1.5.1 のサンプルスクリプトを CLUSTERPRO が生成するスクリプトのスケルトン

に埋め込んで下さい。埋め込む場所は NORMAL、FAILOVER の” 高プライオリティでの処

理”を記述する箇所になります。 

   

1.1.6 注意事項 

a) フェイルオーバ時の引き継ぎ情報 

   TPBASEのフェイルオーバは再起動と等価になります。運用状態は引き継がれません。 

    (1) 実行中トランザクションは引き継がれません。 

    (2) 会話途中のトランザクションは引き継がれません。 

    (3) 実行待ちトランザクション要求は引き継がれません。 

    (4) 業務内共有作業域は引き継がれません。 

    (5) SPAの内容は引き継がれません。 

    (6) ロードバランシング機能により変更されたAPプロセスの多重度は引き継がれません。 

    (7) TPBASE 運用管理ツールのログ採取の指定は引き継がれません。フェイルオーバ後に再設

定してください。 

    (8) 上記の他に、TPBASEの終了により失われる情報は、フェイルオーバでも失われます。 

b) 設定・スクリプト 

    (1) TPBASEのサービスアカウントは"administrator"にしてください。 

    (2) ARMLOADコマンドによるTPBASEの起動はサービス名指定にしてください。 

    (3) TPBASE構成ファイル(tpbase.cnf)のACTRECOVERキーワードに"ON"を指定しないで下さい。 

c) フェイルオーバ時の資源競合防止 

    フェイルオーバ先ノードのTPBASEと競合を防ぐため、以下の資源はフェイルオーバグループ

毎にユニークにする必要があります。 

    (1) TPBASEモニタ名 

    (2) ネットワークサービス名 (TCP/IPポート番号等) 

d) Oracle利用 

    (1) TPBASEでOracleを利用する場合、以下の設定により、Oracle起動後にDB接続を行うよ

うにしてください。 

 

        TPPのプロセス環境定義ファイル(.ped)： 

            SETENV  ORACLE_CONNECT_TIME=n 

 

        nはリトライ回数を指定します。1秒間隔でDB接続をリトライします。 
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e) フェイルオーバ時の運用 

    (1) クラスタ監視下のTPBASEの起動／停止はクラスタの機能を利用してください。TPBASEの

機能でTPBASEを停止するとフェイルオーバが発生します。 

    (2) モニタ接続中のcontpsコマンドは一旦終了し、稼働中ホストで起動しなおしてください。 

    (3) モニタ接続中のTPBASE運用管理ツールは再接続する必要があります。 

    (4) tpmonitorとtpmMainの両プロセスで同時に障害が発生した場合、フェイルオーバはサー

バダウンを引き起こします。これは、ディスクアクセス中のプロセスが残るためです。

フェイルオーバ自体は成功しますので、フェイルオーバ後にダウンしたサーバを復帰し

てください。 

f) ソケットのバインドアドレス 

    (1) TPBASEの着呼処理は実IPアドレスにバインドします。 

    (2) TPBASE の発呼処理は実 IP アドレスにバインドします。ただし、以下の設定により仮想

IPアドレスにバインドできます。 

 

        端末定義ファイル(.term)： 

            INITDATA   host 

 

        hostは自ホストの仮想コンピュータ名か仮想IPアドレスを指定します。 

g) 対応バージョン 

TPBASEは、TPBASE Ver4.1/Ver6.1とCLUSTERPRO Ver6.0、TPBASE Ver6.2とCLUSTERPRO 

Ver7.0の組み合わせで動作確認を行っています。ただし、TPBASEとCLUSTERPROにおいて

バージョンによる依存関係はありませんので、他バージョンのTPBASE、CLUSTERPRO の組

み合わせでも動作します。 
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1.2 OLTP Partner 
 

1.2.1 機能概要 

OLTP Partnerは、サーバがダウンすると現在実行中の業務を中断し、トランザクション実行画

面を閉じて待機系のサーバが復旧するのを待ちます。 

待機系のサーバが利用可能になると、OLTP Partnerアプリケーションは利用者に復旧の完了を

通知します。利用者は再度サーバに接続し、業務処理を継続することができます。 

 
 

1.2.2 機能範囲 

OLTP Partnerは、二重化システムにおいても、通常の単一サーバによるシステムで実現できる

すべての機能を利用できます。 

さらに、OLTP Partnerアプリケーションの開発者は、サーバがダウンした場合や復旧した場合

に実行する独自の処理をアプリケーションに組み込むことができます。 

 
 

1.2.3 動作環境 

OLTP partner Ver3.2以降が動作するすべての環境で動作します。 

 
 

1.2.4 インストール手順 

通常のインストール手順で二重化システムに対応したすべての機能をご利用いただけます。詳

細な手順については、セットアップカードをご覧ください。 

論理サーバの定義では、トランザクションサーバのIPアドレスとしてクラスタの仮想IPアドレ

スを指定してください。 

OLTP Partner開発環境には、CLUSTERPRO クライアントをインストールする必要はありません。 
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1.2.5 障害監視の方法 

OLTP Partnerアプリケーションの開発者は、通常のアプリケーションを作成する手順でアプリ

ケーションに障害を監視させることができます。APデザイナでアプリケーションを作成する際に、

「通信定義情報」の「セション確立/解放」タブで以下のように「ARMを利用する」を選択してく

ださい。 

 
 

アプリケーション開発の手順については、『OLTP Partnerユーザーズガイド』をご覧ください。

また、サーバがダウンした場合や復旧した場合に独自の処理を組み込む方法については、『OLTP 

Partnerカスタマイズガイド』をご覧ください。 
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1.3 BEA Tuxedo 

1.3.1 機能概要 

BEA Tuxedo（以下 TUXEDOと表記）の運用形態は片方向スタンバイ型と双方向スタンバイ型があ

ります。 

片方向スタンバイ型は、共有ディスク上の切替パーティションに、TUXEDOの構成ファイルを配

置し、それを元にTUXEDOが起動します。ノードダウンが発生すると、現用系で使用していたIPア

ドレスが待機系に引き継がれ、待機系でTUXEDOが起動します。現用系で使用されていた構成情報

を元に立ち上がっているため、現用系で実行されていたサーバAPなどが引き継がれます。クライ

アントは、現在TUXEDOがどちらの系で動作しているかの意識をすることなく、単純に再接続処理

を行うことで、現在アクティブなTUXEDOに接続でき、業務を継続することができます。 

双方向スタンバイ型は、両系にTUXEDOが起動されます。TUXEDOの構成ファイルは、共有ディス

ク上に配置します。ノードダウンが発生すると、ノード1で使用していたIPアドレスがノード2に

引き継がれ、ノード1で動作していたTUXEDOがノード2で再起動します。ノード1で使用されていた

構成情報を元に立ち上がっているため、ノード1で実行されていたサーバAPなどが引き継がれます。

フェイルオーバ後は、ノード2で2つのTUXEDOが独立に動作します。クライアントは、現在TUXEDO

がどちらの系で動作しているかの意識をすることなく、単純に再接続処理を行うことで、現在ア

クティブな系に接続でき、業務を継続することができます。 

 

 片方向スタンバイ型 

  図1は、片方向スタンバイ型をCLUSTERPRO環境下で動作させる時のイメージ図です。ここでは、

2ノードクラスタ構成を例として示します。共有ディスク上には、TUXEDOの構成ファイルを配置し

ます。SID（ORACLE_SID）は、Oracleのサービス名を認識する環境変数です。 

 



19 

図1 片方向スタンバイ型 － 運用例 

BEA Tuxedo
クライアント

仮想IP：xx.xx.xx.01に接続

現用系 待機系仮想IP：xx.xx.xx.01

BEA TuxedoBEA Tuxedo

ノード１ ノード２
ORACLEORACLE

TUXEDO
構成ﾌｧｲﾙ

ORACLE_SID = ORA1

 

 

クライアントは、TUXEDOが現在どちらの系で運用されているかを意識せずに、固定のIPアドレ

スを指定して接続します。対応する仮想IPアドレスはその時点でのアクティブな系に割り振られ

ています。現用系のTUXEDOの構成は、共有ディスク上のTUXEDOの構成ファイルに定義されていま

す。 

現用系に障害が発生すると、図2に示すように遷移します。 
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図2 現用系がダウンした時の遷移 

BEA Tuxedo
クライアント

仮想IP：xx.xx.xx.01に接続

現用系 待機系

仮想IP：xx.xx.xx.01

データミラーリングディスク

BEA TuxedoBEA Tuxedo

ノード１ ノード２

仮想IPアドレスの移行

BEA Tuxedoの移行

障害発生

ORACLE_SID = ORA1

ORACLEORACLE

TUXEDO
構成ﾌｧｲﾙ

 
 

フェイルオーバが完了すると、CLUSTERPROのスクリプトに従って待機系でTUXEDOが起動します。

障害発生前に運用系で起動していたTUXEDOの構成情報が格納されたTUXEDOの構成ファイルを参照

して、TUXEDOおよびサーバAPの起動状況を復元します。また、仮想IPアドレスが新運用系に割付

くので、クライアントはマシン切り替えを意識せずに、同一のIPアドレス／サービス名で接続が

可能です。 
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 双方向スタンバイ型 

  図3は、双方向スタンバイ型をCLUSTERPRO環境下で動作させる時のイメージ図です。ここでは、

2ノードクラスタ構成を例に示します。共有ディスク上には、TUXEDOの構成ファイルを配置しま

す。SID（ORACLE_SID）は、Oracleのサービス名を認識する環境変数です。 

 

図3 双方向スタンバイ型 － 運用例 

BEA Tuxedo
クライアント

仮想IP：xx.xx.xx.02に接続

仮想IP：xx.xx.xx.01

BEA TuxedoBEA Tuxedo

ノード１ ノード２

BEA Tuxedo
クライアント

仮想IP：xx.xx.xx.01に接続

仮想IP：xx.xx.xx.02

BEA TuxedoBEA Tuxedo

ORACLEORACLE

ORACLE_SID = ORA1 ORACLE_SID = ORA2

TUXEDO
構成ﾌｧｲﾙ

TUXEDO
構成ﾌｧｲﾙ

 
 

2つの運用系でそれぞれでTUXEDOを起動させます。この時、両系からのSID（ORACLE_SID）の

違いはスクリプト中などでORACLEの立ち上げ（サービス、インスタンス）時に指定しておきま

す。両系のTUXEDOは、それぞれSHMモードで独立しており、別のIPアドレスでクライアントの要

求を受け付けます。 

ノード1に障害が発生すると、図4に示すように遷移します。 
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図4 ノード１がダウンした時の遷移 

BEA Tuxedo
クライアント

仮想IP：xx.xx.xx.02に接続

仮想IP：xx.xx.xx.01

データミラーリングディスク

AP1AP1
BEA 

Tuxedo1
BEA 

Tuxedo1

ノード１ ノード２

BEA Tuxedo
クライアント

仮想IP：xx.xx.xx.01に接続

仮想IP：xx.xx.xx.02

障害発生

仮想IPアドレスの移行

BEA Tuxedoの移行

ORACLE_SID = ORA2

BEA 
Tuxedo2
BEA 

Tuxedo2

ORACLEORACLE

TUXEDO
構成ﾌｧｲﾙ

TUXEDO
構成ﾌｧｲﾙ

ORACLE_SID = ORA1

 
 

  フェイルオーバが完了すると、CLUSTERPROのスクリプトに従ってノード2でTUXEDOが起動され

ます。障害発生前にノード1で起動していたTUXEDOの構成情報が格納されたTUXEDOの構成ファイ

ルを参照して、TUXEDOおよびサーバAPの起動状況を復元します。また、ノード1の仮想IPアドレ

スがノード2に割付くので、クライアントはマシン切り替えを意識せずに、同一のIPアドレス／

サービス名で接続が可能です。もともとノード2で動作していたTUXEDOは当然そのまま動作が可

能です。 

 

 

1.3.2 機能範囲 

TUXEDOの構成情報を記述しているファイルを共有ディスク上に配置することによって、現用

系異常時に、待機系に実行環境が引き継がれます。新現用系で動作するTUXEDOのIPアドレスは、

クライアントから見て変化しませんので、クライアントから単純に再接続を行うことにより新

現用系のTUXEDOが利用できます。 

 

 

1.3.3 動作環境 

 BEA Tuxedo6.5が動作するWindows NT4.0、Windows2000をサポートします。 
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1.3.4 インストール手順 

 各ノード（個々のシステム）のローカルディスクにTUXEDOをインストールします。         

ただし、同じドライブ名を与える必要があります。 

 TUXEDOの構成ファイル（コンフィギュレーションファイル、トランザクション･ログ）を

共有ディスク上に作成します。 

 

 

1.3.5 スクリプト作成の注意事項 

  Oracleサービスの起動、インスタンスの起動が完全に終了してからTUXEDOが起動されるよう

に設定して下さい。TUXEDOのスクリプトを記述する際の注意事項として、会話途中のトランザ

クションが中断された時、トランザクション･ログの引き継ぎ作業が行われるように、環境変数

にPMIDを設定して下さい。 

 

 

1.3.6 スクリプトサンプル 

 片方向スタンバイ型 

 

 

rem ************************************ 
rem 現用系スタートアップスクリプト 
rem ************************************ 
 
rem #通常時とフェイルオーバ時 
 
＜＜データベース起動スクリプトをここに記述＞＞ 
 
call TuxStart.bat     ← TUXEDO 起動スクリプト 

 

rem ************************************ 
rem 現用系停止スクリプト 
rem ************************************ 
 
rem #通常時とフェイルオーバ時 
 
call TuxStop.bat    ← TUXEDO 停止スクリプト 
 
 ＜＜データベース終了スクリプトをここに記述＞＞ 
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(注意) 待機系のスクリプトには、TUXEDO に関する指定を行う必要はありません。 

 

 双方向スタンバイ型 

双方向スタンバイ型は、個々のノードの起動スクリプトに個々のノードで使用するTUXEDO

の起動スクリプトを指定して下さい。終了スクリプトについても同様です。 

 

rem ************************************* 
rem TUXEDO 停止スクリプト TuxStop.bat 
rem ************************************* 
 
rem ********************************************** 
rem 環境変数の設定 ＜TUXEDO の環境変数を設定＞ 
rem ********************************************** 
set TUXDIR=c:¥tuxedo 
set ORACLE_HOME= c:¥oracle¥ora816 
set Path=%TUXDIR%¥bin;%Path% 
set ORACLE_SID=ORA1     ← Oracle のサービス名を設定 
set PMID= CLSV41          ← 会話途中でトランザクションが中断された時、トランザクション・ログを 
    引き継ぐための環境変数(物理マシン名を設定) 
rem **************** 
rem TUXEDO の停止 
rem **************** 
tmshutdown -y 

 

rem ************************************* 
rem TUXEDO 開始スクリプト TuxStart.bat 
rem ************************************* 
 
rem ********************************************** 
rem 環境変数の設定 ＜TUXEDO の環境変数を設定＞ 
rem ********************************************** 
set TUXDIR=c:¥tuxedo 
set ORACLE_HOME=c:¥oracle¥ora816 
set Path=%TUXDIR%¥bin;%Path% 
set ORACLE_SID=ORA1     ← Oracle のサービス名を設定 
set PMID= CLSV41          ← 会話途中でトランザクションが中断された時、トランザクション・ログを 
    引き継ぐための環境変数(物理マシン名を設定) 
rem **************** 
rem TUXEDO の起動 
rem **************** 
tmboot –y 
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1.3.7 備考 

(1) 本事例は、TUXEDO SHM構成をもとに説明しています。 

(2) XAインタフェースを使用できます。その際、会話途中のトランザクションも引き継ぎ

ます。 

(3) TUXEDOの構成ファイルとは、コンフィギュレーション･ファイル（TUXCONFIG）、トラ

ンザクション･ログ（TLOG）などを指します。 

(4) 4ノードクラスタ構成での動作もサポートしています。 
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1.4 WebOTX 

1.4.1 機能概要 

WebOTX を CLUSTERPRO 環境下で利用する際の機能概要について以下に記述します。 

WebOTX の運用形態はマルチスタンバイ型とシングルスタンバイ型があります。 

マルチスタンバイ型は、複数の切替パーティションを用いて個々のノードに WebOTX を

含むフェイルオーバグループをスタートさせる形態です。各ノードごとに割り当てられ

た切替パーティション上に WebOTX の実行環境を記述するファイルを配置します。クライ

アントは、接続時にフェイルオーバグループで設定した仮想 IP アドレスを用いて接続を

行います。そのノードがダウンした場合に、そこで起動していたフェイルオーバグルー

プは他のノードにフェイルオーバします。クライアントは再接続を行うことで他のノー

ドで動作する WebOTX へ接続でき、引き続き業務の利用が可能となります。他のノードで

動作する WebOTX による業務提供というマルチスタンバイへスムーズな移行が可能です。 

 

シングルスタンバイ型では、一つの切替パーティションを用い、その切替パーティショ

ン上に WebOTX の実行環境を記述するファイルを配置します。ノードダウンなどで現用系

の WebOTX を含むフェイルオーバグループがダウンすると、待機系でフェイルオーバグ

ループがスタートし WebOTX が起動します。その時に、フェイルオーバグループで運用し

ていた仮想 IP アドレスを引き継ぎます。また、切替パーティション上の実行環境を使用

して、現用系で運用していた状態を待機系に移動しますので、使用できる AP などが引き

継がれます。クライアントは、現在 WebOTX がどのノードで動作しているかの意識をする

ことなく、フェイルオーバグループで定義された仮想 IP アドレスを用いて接続を行うこ

とで、現在アクティブな WebOTX に接続でき、業務を行うことができます。 
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・マルチスタンバイ型 

下図はマルチスタンバイ型を CLUSTEPRO 環境下で動作させるときのイメージ図です。

WebOTX システムに EJB コンポーネントを登録する場合には、JNDI サーバを動作させる必

要があります。 

仮想IPアドレス:10.10.10.1
仮想コンピュータ名:WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

クライアント1 クライアント2

Webサーバ

環境ファイル

フェイルオーバグルー
プ：WebOTX1

フェイルオーバグループ：
WebOTX2

切替ディスク:ドライブX

仮想IPアドレス:10.10.10.2
仮想コンピュータ名:WebOTX2

業務2

環境定義
ファイル

切替ディスク:ドライブY

WebOTX
システム：
WebOTX1

WebOTX
システム：
WebOTX2

Webサーバ

ノード1 ノード2

フェイルオーバ
ポリシ:
ノード1

ノード2

フェイルオーバ
ポリシ:
ノード2

ノード1

名前サーバ

名前サーバ
環境ファイル

ＪＮＤＩサーバ

ＪＮＤＩ
環境ファイル

 
 

大４ノードに、WebOTX システムの情報を持つ WebOTX の実行環境を作成できます。 

WebOTX システムはそれぞれ別のフェイルオーバグループに属し、個別の仮想 IP アドレ

スを持っています。クライアントは仮想 IP アドレスを用いて接続を行います。 

あるノードで障害が発生した場合には、フェイルオーバポリシに従い以下のように遷

移します。 

フェイルオーバグループ：
WebOTX2

仮想IPアドレス:10.10.10.2
仮想コンピュータ名:WebOTX2

業務2

環境定義
ファイル

WebOTX
システム：
WebOTX2

障害発生

フェイルオーバ

ノード1 ノード2

クライアント1 クライアント2

フェイルオーバグループ：
WebOTX1

切替ディスク:ドライブY

仮想IPアドレス:10.10.10.1
仮想コンピュータ名:WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

Webサーバ

環境ファイル

切替ディスク:ドライブX

WebOTX
システム：
WebOTX1

Webサーバ

名前サーバ

名前サーバ
環境ファイル

JNDIサーバ

JNDIサーバ

環境ファイル

 

フェイルオーバによりノード 1 上で動作していたフェイルオーバグループ WebOTX1

がノード 2へ移行されるため、それまでノード 1の WebOTX に対して処理を要求してい

たクライアントは、同一の仮想 IP アドレス(10.10.10.1)に再接続するだけでノード 2

上での WebOTX1 のシステムが利用可能となります。 

 

注意： 
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マルチスタンバイで IIS4.0 もマルチスタンバイ構成にする場合、仮想コンピュータ名

での Web,Ftp サーバへのアクセスはできません。 
 
 

・シングルスタンバイ型 

下図はシングルスタンバイ型をCLUSTEPRO環境下で動作させるときのイメージ図です。

WebOTX システムに EJB コンポーネントを登録する場合には、JNDI サーバを動作させる必

要があります。 

 

クライアント1

ノード1：稼動系 ノード2：待機系

フェイルオーバグルー
プ：WebOTX1

フェイルオーバ
ポリシ:
ノード1

ノード2

仮想IPアドレス:10.10.10.1
仮想コンピュータ名:WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

Webサーバ

環境ファイル

切替ディスク:ドライブX

WebOTX
システム：
WebOTX1

Webサーバ

名前サーバ

名前サーバ
環境ファイル

JNDIサーバ

JNDIサーバ

環境ファイル

 

クライアントは WebOTX システムが現在どのノードで運用されているかを意識せずに、

定義された仮想 IP アドレス(10.10.10.1)を用いて接続をします。対応する仮想 IP アド

レスはその時点で稼動しているノードに割付いています。 

現用系（上記図の場合はノード１）の WebOTX の実行状態は切替パーティション上の

WebOTX システムディレクトリ以下のファイルに格納されます。 

現用系ノードに障害が発生すると、以下のように遷移します。 

クライアント1

ノード1：稼動系

障害発生

フェイルオーバ

ノード2：待機系

フェイルオーバグルー
プ：WebOTX1

仮想IPアドレス:10.10.10.1
仮想コンピュータ名:WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

Webサーバ

環境ファイル

切替ディスク:ドライブX

WebOTX
システム：
WebOTX1

Webサーバ

名前サーバ

名前サーバ
環境ファイル

JNDIサーバ

JNDIサーバ

環境ファイル

 

WebOTX は CLUSTERPRO の設定/スクリプトに応じて待機系ノードで立ち上がります。障



29 

害発生時には、現用系で動作していた環境をそのまま待機系に移動します。また、仮想

IP アドレスが新現用系ノードに割付くため、クライアントは特に意識せずに、同一の仮

想 IP アドレスで接続が可能です。 
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1.4.2 機能範囲 

WebOTX における実行時環境の catalog 配下のシステムディレクトリを切替パーティ

ションに配置することによって、マルチスタンバイ型では異常終了時に他のノードに実

行環境が引き継がれ、シングルスタンバイ型では現用系異常終了時に待機系に実行環境

が引き継がれます。新現用系で動作する WebOTX の仮想 IP アドレスはクライアントから

は変化しませんので、クライアントから単純に再接続を行うことで新現用系の WebOTX が

利用できます。 

 

1.4.3 インストール手順 

通常のインストール手順に従って、各ノード（クラスタ運用したいローカルマシン）

に WebOTX 実行環境をインストールしてください（iFor/LS,ObjectSpinner を必要とする

ものは、通常どおり順番を守ってインストールしておいてください）。 

インストールする時、インストール時の設定はみな同じになるようにしてください。 

また、Web サーバもフェイルオーバさせたいときは、どれか 1台のみ WebOTX Web サー

バ環境をインストールしてください。2台以上はインストールしないでください。 

この他、別ノードに WebOTX 運用環境をインストールしておいてください。 

 

Web サーバをフェイルオーバさせるには、IIS の設定が必要になります。 

詳細は「CLUSTERPRO/システム構築ガイド・IIS4.0」の章を参照してください。 

 

1.4.3.1 マルチスタンバイ型 

 

I. WebOTX 運用管理ツールの設定 

 
通常の運用管理ツールでは運用管理ツールのサービス(WebOTX Administrator 

Server)が関連するサービス(WebOTX/S、WatchServer)等の起動を行なっています。マ

ルチスタンバイ型の運用の場合、運用管理ツールのサービスはマシン起動時に起動する

のに対して関連するサービスについてはフェイルオーバグループ起動時に Net Start コ
マンドで起動するため、運用管理ツールのサービスで関連するサービス起動を行なう必

要はありません。よって運用管理ツールのサービスで関連するサービス起動を行なわな

い設定を各マシンにしてください。以下のレジストリ項目を追加してください。 
(キー) 
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥NEC¥WEBOTX¥Administrator 
(値) 
名前 種別 値 
NotStartWebOTX_S DWORD 1 
NotStartWatchServer DWORD 1 

 
この手順は後述のスクリプトを含めて 以下の環境を前提にしています。 

WebOTX1 用 (1 つめの WebOTX インスタンス用) 
仮想 IP 10.10.10.1 
切替パーティション X: 

WebOTX2 用 (2 つめの WebOTX インスタンス用) 
仮想 IP 10.10.10.2 
切替パーティション Y: 
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上記のリソースは実際の環境に読みかえてください。 

 
まず、WebOTX 運用管理ツールによって使用したいシステムを作成します。 

ここでは、ノード n1 にシステム WebOTX1 を、n2 に WebOTX2 を作成し、サーバ AP 

SampleAPSv1, SampleAPSv2 をそれぞれ登録する事を例として挙げます。仮想 IP アドレ

スはそれぞれ 10.10.10.1 と 10.10.10.2、仮想コンピュータ名は WebOTX1、WebOTX2 とし

ます。名前サーバ、Web サーバは WebOTX1 に含めるものとします。 

 

1. デフォルトのシステム(default:MySystem)は必要ないので削除します。 

デフォルトのシステムと接続し、システムを停止した後削除します。 

 

2. クラスタ用のシステムをそれぞれのノード（マシン）上で作成します。 

WebOTX1：n1 上にシステム WebOTX1 を作成、SampleAPSv1 を登録 

WebOTX2：n2 上にシステム WebOTX2 を作成、SampleAPSv2 を登録 

WebOTX1と WebOTX2が使用するIIOPリスナのポート番号は別々の番号を指定してく

ださい。 

 

EJB コンポーネントを使用する場合、SampleAPSv1 は WebOTX 運用環境に含まれる展

開ツールを使って配備します。SampleAPSv2 は以下のように WebOTX1 で生成した jar

をローカルディレクトリに保存しておき運用管理ツールで WebOTX2 に登録します。 

Ⅰ) 展開ツールを起動し、[編集]→[配備設定]→[EJB サーバ]で配備先サーバを

WebOTX1 に設定します。 

Ⅱ) [編集]→[環境設定]→[生成した WebOTX-jar ファイルの取り扱い]を[ディスクに

保存]にし、保存するディレクトリを指定します。[名付け方]は[アプリケーショ

ン名]にします。 

Ⅲ) 配備を実行します。コンパイルは WebOTX1 で行われ、ローカルディスクに保存さ

れます。 

Ⅳ) 指定したディレクトリに作成された xxxServer.jar を運用管理ツールで直接

WebOTX2 システムに登録します。 

 

3. システムを作成したら、[システムのプロパティ]で接続サーバ名をそれぞれ仮想 IP

アドレスに変更しておきます。 

WebOTX1：10.10.10.1 

WebOTX2：10.10.10.2 

ここでは、CLUSTERPRO の規則に従って仮想 IP アドレスを割り当ててください。 

 

4. それぞれのノードにおいて[プログラム]-[WebOTX Object Broker]-[ORB Custom]を

実行し以下の設定を行います。 

名前サーバのホスト名：WebOTX1 

IR サーバのホスト名：WebOTX1 

ここで設定するホスト名は、名前サービスが動作するフェイルオーバグループの仮

想コンピュータ名です。 

 

5. システムを作成したノードの以下の WebOTX サービスを止めます。 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名を選択し、[停止]します。また、以

下の全てのサービスを自動起動から手動起動に変更します。 

 WebOTX Administrator Server 

WebOTX TPBASEadm 
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WebOTXMonitor WebOTX1（作成したシステム名です。n2 では WebOTX2 を停止する

事になります） 

WebOTX JNDI Service … EJB コンポーネントを登録する場合 

ObjectSpinner 

 

6. 作成したシステムの catalog ディレクトリ配下と ObjectBroker 配下の bin、conf、

conf\implrep、lib、log を Temp ディレクトリにコピーします。エクスプローラなど

を使ってコピーしてください。ただし ObjectSpinner 配下のディレクトリをコピーす

るのは名前サービスが動作するノードだけです。 

 

7. WebOTX Administrator Server サービスを再起動し、WebOTX 運用管理ツール上で作

成したシステムを削除します（システムの重複を防ぐため）。 

 

II. CLUSTERPRO の設定 

 

WebOTX 運用管理ツールによってシステムを作成したら、CLUSTERPRO でフェイルオーバ

グループの設定を行います。 

 

1. CLUSTERPRO でクラスタ名を選択して[グループの追加]を行います。 

名前入力（WebOTX1）後、プロパティ画面が出てくるので、[全般]ページに以下の設

定をしてください（[スクリプト]ページはここではまだ設定しません）。 

 

[リソースの設定]ボタンを押した後、リソースのプロパティ設定画面が出てきます。 

 

[切替パーティション]-[追加]で、WebOTX1 に切替パーティション X:を割り当てま

す。 

[仮想 IP]-[追加]で、WebOTX 運用管理ツールで設定した仮想 IPアドレスと、ネッ

トマスクを設定します。 

[仮想コンピュータ名]-[追加]で、WebOTX1 を追加します。 

 

設定が終わってから[OK]を押すと、フェイルオーバポリシの設定ダイアログが出て

きます。フェイルオーバさせたい順番に[追加]してください。 

 

WebOTX2 も同様に（WebOTX1 と重ならないように）設定してください（切替パーティ

ションは Y:になります）。 

これで、ノードの下にフェイルオーバグループができた事になります。 

 

2. 設定が終わったら、フェイルオーバグループを起動します。 

グループ起動によって切替パーティションが参照可能になっているので、そこに

Temp にコピーしたディレクトリをコピーします。エクスプローラなどを使ってコ

ピーしてください 

 

3. DOS プロンプトを立ちあげて WebOTX システムの登録をします。 

   WebOTX のサービスをすべて開始した後、以下のコマンドを実行してください。 

  WebOTX1: > wodysys –R WebOTX1 X:\catalog\WebOTX1 
     WebOTX2: > wodysys –R WebOTX2 Y:\catalog\WebOTX2 
 

4. 名前サーバが動作するホストのレジストリエディタを立ち上げて以下の値を追加し
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ます。 

キー：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\ObjectSpinner\1 

値：OrbRoot “X:\ObjectSpinner” 
 

5. JNDI サーバを起動している場合は、共有ドライブの上に置いた名前情報を永続化し

たファイルを使用するように C:\Program Files\NEC\WebOTX\jndisp\config 

\jndiserver.properties ファイルに以下の設定を追加します。(ホスト sv1,sv2 両方) 

   webotx.jndi.persistent=true … 永続化する指定 

   wbotx.jndi.persistent.storedir=X:\jndisp … 永続化ファイルを共有ドライブに 

指定 

 

6. フェイルオーバグループを停止します。 

このとき、切替パーティションへアクセスしているプロセスがあると切り離しに失

敗しノードがシャットダウンします。特に NT エクスプローラにも注意してくださ

い。 
 

7. スクリプトの編集を行います。 

[グループのプロパティ]を選択し、先ほど設定しなかった[スクリプト]ページを開

きます。マルチスタンバイ型スクリプトサンプル 1.4.5.1のように起動スクリプト

と終了スクリプトを[編集]します。 

 

8. フェイルオーバグループを起動します。 

起動の際、フェイルオーバグループをフェイルオーバポリシで設定した 初のノー

ドで起動するようにしてください。 

 

 

III. WebOTX WebAP 管理ツールの設定 

 

後に WebOTX WebAP 管理ツールで、クライアント AP の登録をします。 

ここではクライアントAP SampleAPCl1、SampleAPCl2を登録する事を例としてあげます。 

詳細はオンラインマニュアルやヘルプを参照してください。 

 

1. [設定]-[Web サーバ設定]を選択すると[Web サーバの登録]ダイアログが表示されま

す。URL の設定と FTP パスの設定は以下のように仮想 IP アドレス,仮想ディレクトリ

を用いて設定してください。 

 

WebOTX1 

URL の設定：http://10.10.10.1/WebOTX/SampleAPCl1 

FTP パスの設定：/wwwroot/WebOTX/SampleAPCl1 

 

WebOTX2 

URL の設定：http://10.10.10.1/WebOTX/SampleAPCl2 

FTP パスの設定：/wwwroot/WebOTX/SampleAPCl2 

 

2. クライアント APが Visual Basic の場合は次のような設定が必要になります。 

[設定]-[サーバコンポーネント選択]を選択すると[サーバコンポーネントの設定] 

ダイアログが表示されます。以下のようにトランザクションサーバを仮想 IP アドレ

スとして設定し、[接続]してサーバコンポーネントを選択してください。 
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WebOTX1 

トランザクションサーバ/システム名：10.10.10.1/WebOTX1 

 

WebOTX2 

トランザクションサーバ/システム名：10.10.10.2/WebOTX2 

 

1.4.3.2 シングルスタンバイ型 

 

I. WebOTX 運用管理ツールの設定 

 
この手順は後述のスクリプトを含めて 以下の環境を前提にしています。 

WebOTX1 用 (WebOTX インスタンス用) 
仮想 IP 10.10.10.1 
切替パーティション X: 

上記のリソースは実際の環境に読みかえてください。 

 

まず、WebOTX 運用管理ツールによって使用したいシステムを作成します。 

ここでは、ノード n1 を現用系とし、n2 には何もシステムを作成せず待機系にする事

を例として挙げます。 n1 にシステム WebOTX1 を作成し、サーバ AP SampleAPSv1 を登録

します。仮想 IP アドレスは 10.10.10.1、仮想コンピュータ名は WebOTX1 とします。名

前サーバ、Web サーバは WebOTX1 に含めるものとします。 

 

1. デフォルトのシステム(default:MySystem)は必要ないので削除します。 

デフォルトのシステムと接続し、システムを停止した後削除します。 

 

2. クラスタ用のシステムを現用系のノード（マシン）上で作成します。 

WebOTX1：n1 上にシステム WebOTX1 を作成、SampleAPSv1 を登録 

 

3. システムを作成したら、[システムのプロパティ]で接続サーバ名を仮想 IP アドレ

ス 10.10.10.1 に変更しておきます。 

ここでは、CLUSTERPRO の規則に従って仮想 IP アドレスを割り当ててください。 
 

4. それぞれのノードにおいて[プログラム]-[WebOTX Object Broker]-[ORB Custom]を

実行し以下の設定を行います。 

名前サーバのホスト名：WebOTX1 

IR サーバのホスト名：WebOTX1 

ここで設定するホスト名は、名前サービスが動作するフェイルオーバグループの仮

想コンピュータ名です。 

 

5. システムを作成したノードの以下の WebOTX サービスを止めます。 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名を選択し、[停止]します。また、以

下の全てのサービスを自動起動から手動起動に変更します。 

 WebOTX Administrator Server 

WebOTX TPBASEadm 

WebOTXMonitor WebOTX1 (作成したシステム名です) 

WebOTX JNDI Service … EJB コンポーネントを登録する場合 
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ObjectSpinner 

 

6. 作成したシステムの catalog ディレクトリ配下と ObjectBroker 配下の bin、conf、

conf\implrep、lib、log を Temp ディレクトリにコピーします。エクスプローラなど

を使ってコピーしてください。 

 

7. WebOTX Administrator Server サービスを再起動し、WebOTX 運用管理ツール上で作

成したシステムを削除します（システムの重複を防ぐため）。 

 

II. CLUSTERPRO の設定 

 

WebOTX 運用管理ツールによってシステムを作成したら、CLUSTERPRO でフェイルオーバ

グループの設定を現用系のみ行います。 

 

1. CLUSTERPRO でクラスタ名を選択して[グループの追加]を行います。 

名前入力（WebOTX1）後、プロパティ画面が出てくるので、[全般]ページに以下の設

定をしてください（[スクリプト]ページはここではまだ設定しません）。 

 

[リソースの設定]ボタンを押した後、リソースのプロパティ設定画面が出てきます。 

 

[切替パーティション]-[追加]で、WebOTX1 に切替パーティション X:を割り当てま

す。 

[仮想 IP]-[追加]で、WebOTX 運用管理ツールで設定した仮想 IPアドレスと、ネッ

トマスクを設定します。 

[仮想コンピュータ名]-[追加]で、WebOTX1 を追加します。 

 

設定が終わってから[OK]を押すと、フェイルオーバポリシの設定ダイアログが出て

きます。フェイルオーバさせたい順番（現用系→待機系）に[追加]してください。 

これで、ノードの下にフェイルオーバグループができた事になります。 

 

2. 設定が終わったら、フェイルオーバグループを起動します。 

グループ起動によって切替パーティションが参照できるようになっているので、そ

こに Temp にコピーしたディレクトリをコピーします。エクスプローラなどでコピー

してください。 

 

3. DOS プロンプトを立ちあげて WebOTX システムの登録をします。 

以下のコマンドを実行してください。 

> wodysys –R WebOTX1 X:\catalog\WebOTX1 
 

4. レジストリエディタを立ちあげて以下の値を追加します。 

キー：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\ObjectSpinner\1 

値：OrbRoot “X:\ObjectSpinner 
 

5. JNDI サーバを起動している場合は、共有ドライブの上に置いた名前情報を永続化し

たファイルを使用するように C:\Program Files\NEC\WebOTX\jndisp\config 

\jndiserver.properties ファイルに以下の設定を追加します。 

     webotx.jndi.persistent=true … 永続化する指定 

   wbotx.jndi.persistent.storedir=X:\jndisp … 永続化ファイルを共有ドライブに 
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                        指定 

 

6. 再び、システムを作成したノードの WebOTX サービスを止めます。 

 

7. フェイルオーバグループを n1（現用系）から n2（待機系）に移動します。 

グループを選択して待機系ノードの方に移動させてください。 

 

8. DOS プロンプトを立ちあげて WebOTX システムの登録をします。 

以下のコマンドを実行してください。 

> wodysys –R WebOTX1 X:\catalog\WebOTX1 
 

9. レジストリエディタを立ちあげて以下の値を追加します。 

キー：HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\ObjectSpinner\1 

値：OrbRoot “X:\ObjectSpinner” 
 

10. JNDI サーバを起動している場合は、共有ドライブの上に置いた名前情報を永続化し

たファイルを使用するように C:\Program Files\NEC\WebOTX\jndisp\config 

\jndiserver.properties ファイルに以下の設定を追加します。 

     webotx.jndi.persistent=true … 永続化する指定 

   wbotx.jndi.persistent.storedir=X:\jndisp … 永続化ファイルを共有ドライブに 

                        指定 

 

11. フェイルオーバグループを移動させたノードの以下の WebOTX サービスを止めます。 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名を選択し、[停止]します。また、以

下の全てのサービスを自動起動から手動起動に変更します。 

WebOTX Administrator Server 

WebOTX TPBASEadm 

WebOTXMonitor WebOTX1（作成したシステム名） 

WebOTX JNDI Service …EJB コンポーネントを登録する場合 

ObjectSpinner 

 

12. フェイルオーバグループを停止します。 

このとき、切替パーティションへアクセスしているプロセスがあると切り離しに失

敗しノードがシャットダウンします。特に NT エクスプローラにも注意してくださ

い。 

 

13. スクリプトの編集を行います。 

[グループのプロパティ]を選択し、先ほど設定しなかった[スクリプト]ページを開

きます。シングルスタンバイ型スクリプトサンプル 1.4.5.2のように起動スクリプ

トと終了スクリプトを[編集]します。 

 

14. フェイルオーバグループを現用系で起動します。 

起動の際、フェイルオーバグループをフェイルオーバポリシで設定した 初のノー

ドで起動するようにしてください。 

 

III. WebOTX WebAP 管理ツールの設定 

 

後に WebOTX WebAP 管理ツールで、クライアント AP の登録をします。 
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ここではクライアント AP SampleAPCl1 を登録する事を例としてあげます。 

詳細はオンラインマニュアルやヘルプを参照してください。 

IIS で仮想ディレクトリを設定する必要があります。IIS のマニュアルを参照してくださ

い。 

 

1. [設定]-[Web サーバ設定]を選択すると[Web サーバの登録]ダイアログが表示されま

す。URL の設定と FTP パスの設定は以下のように仮想 IP アドレス,仮想ディレクトリ

を用いて設定してください。 

 

URL の設定：http://10.10.10.1/WebOTX/SampleAPCl1 

FTP パスの設定：/wwwroot/WebOTX/SampleAPCl1 

 

2. クライアント APが Visual Basic の時は以下の設定が必要になります。 

[設定]-[サーバコンポーネント選択]を選択すると[サーバコンポーネントの設定] 

ダイアログが表示されます。以下のようにトランザクションサーバを仮想 IP アドレ

スとして設定し、[接続]してサーバコンポーネントを選択してください。 

 

トランザクションサーバ/システム名：10.10.10.1/WebOTX1 
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1.4.4 スクリプト作成の注意事項 

起動スクリプトは WebOTX のサービスが 後に起動されるように記述してください。 

終了スクリプトはWebOTXのすべてのサービスが 初に終了するように記述してくださ

い。 

 

1.4.5 スクリプトサンプル 

1.4.5.1 マルチスタンバイ型 

起動スクリプト(START.BAT) 

rem *************************************** 
rem *              start.bat              * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
 
rem ObjectSpinner の停止 
net stop ObjectSpinner 
rem 名前サービスを自ホストで起動 
woorbreg /R X:¥ObjectBroker 
rem ObjectSpinner の起動 
net start ObjectSpinner 
rem JNDI サーバの起動            ←JNDI サーバを使用しない場合は 
net start “WebOTX JNDI Service”              ←記述する必要はありません。 
 
rem WebOTX システム追加 
wodysys /R WebOTX1 X:¥catalog¥WebOTX1 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム追加 
rem wodysys /R WebOTX2 Y:¥catalog¥WebOTX2 
 
 
rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
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rem ObjectSpinner の停止 
net stop ObjectSpinner 
rem 名前サービスを自ホストで起動 
woorbreg /R X:¥ObjectBroker 
rem ObjectSpinner の起動 
net start ObjectSpinner 
rem JNDI サーバの起動            ←JNDI サーバを使用しない場合は 
net start “WebOTX JNDI Service”       ←記述する必要はありません。 
 
rem WebOTX システム追加 
wodysys /R WebOTX1 X:¥catalog¥WebOTX1 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム追加 
rem wodysys /R WebOTX2 Y:¥catalog¥WebOTX2 
 

 

終了スクリプト(STOP.BAT) 

rem *************************************** 
rem *              stop.bat               * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム削除 
wodysys /U WebOTX1 
 
rem JNDI サーバの停止          ←JNDI サーバを使用しない場合は 
net stop “WebOTX JNDI Service”      ←記述する必要はありません。 
rem ObjectSpinner の停止 
net stop ObjectSpinner 
rem 名前サービスを自ホストで起動 
woorbreg /U C:¥Program files¥NEC¥WebOTX¥ObjectBroker 
rem ObjectSpinner の起動 
net start ObjectSpinner 
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem wodysys /U WebOTX2 
 
 
rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
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rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム削除 
wodysys /U WebOTX1 
 
rem JNDI サーバの停止             ←JNDI サーバを使用しない場合は 
net stop “WebOTX JNDI Service”         ←記述する必要はありません。 
rem ObjectSpinner の停止 
net stop ObjectSpinner 
rem 名前サービスを自ホストで起動 
woorbreg /U C:¥Program files¥NEC¥WebOTX¥ObjectBroker 
rem ObjectSpinner の起動 
net start ObjectSpinner 
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem wodysys /U WebOTX2 
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1.4.5.2 シングルスタンバイ型 

起動スクリプト(START.BAT) 

Rem *************************************** 
rem *              start.bat              * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
 
rem WebOTX システムの起動 
net start WebOTXAdmServer 
 
 
rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
 
rem WebOTX システムの起動 
net start WebOTXAdmServer 
 

 

終了スクリプト(STOP.BAT) 

rem *************************************** 
rem *              stop.bat               * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem WebOTX システムの停止 
net stop “WebOTX Administrator Server” 
net stop “WebOTX TPBASEadm” 
net stop “WebOTXMonitor WebOTX1” 
 
rem JNDI サーバの停止            ←JNDI サーバを使用しない場合は 
net stop “WebOTX JNDI Service”        ←記述する必要はありません。 
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rem ObjectSpinner の停止 
net stop ObjectSpinner 
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
 
 
rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
rem WebOTX システムの停止 
net stop “WebOTX Administrator Server” 
net stop “WebOTX TPBASEadm” 
net stop “WebOTXMonitor WebOTX1” 
 
rem JNDI サーバの停止          ←JNDI サーバを使用しない場合は 
net stop “WebOTX JNDI Service”      ←記述する必要はありません。 
 
rem ObjectSpinner の停止 
net stop ObjectSpinner 
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
 

 

1.4.5.3 注意事項 

サービス終了処理の記述は、存在するすべての WebOTX システムについて行ってくだ

さい。 
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1.5 WebOTX/COM 

1.5.1 機能概要 

WebOTX/COM を CLUSTERPRO 環境下で利用する際の機能概要について以下に記述します。 

WebOTX/COM の運用形態はマルチスタンバイ型とシングルスタンバイ型があります。 

マルチスタンバイ型は、複数の切替パーティションを用いて個々のノードに

WebOTX/COM を含むフェイルオーバグループをスタートさせる形態です。各ノードごとに

割り当てられた切替パーティション上にWebOTX/COMの実行環境を記述するファイルを配

置します。クライアントは、接続時にフェイルオーバグループで設定した仮想 IP アドレ

スを用いて接続を行います。そのノードがダウンした場合に、そこで起動していたフェ

イルオーバグループは他のノードにフェイルオーバします。クライアントは再接続を行

うことで他のノードで動作する WebOTX/COM へ接続でき、引き続き業務の利用が可能とな

ります。他のノードで動作する WebOTX/COM による業務提供というマルチスタンバイへス

ムーズな移行が可能です。 

 

シングルスタンバイ型では、一つの切替パーティションを用い、その切替パーティショ

ン上に WebOTX/COM の実行環境を記述するファイルを配置します。ノードダウンなどで現

用系の WebOTX/COM を含むフェイルオーバグループがダウンすると、待機系でフェイル

オーバグループがスタートしWebOTX/COMが起動します。その時に、フェイルオーバグルー

プで運用していた仮想 IPアドレスを引き継ぎます。また、切替パーティション上の実行

環境を使用して、稼動系で運用していた状態を待機系に移動しますので、使用できる AP

などが引き継がれます。クライアントは、現在 WebOTX/COM がどのノードで動作している

かの意識をすることなく、フェイルオーバグループで定義された仮想 IP アドレスを用い

て接続を行うことで、現在アクティブな WebOTX/COM に接続でき、業務を行うことができ

ます。 
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・マルチスタンバイ型 

下図はマルチスタンバイ型を CLUSTEPRO 環境下で動作させるときのイメージ図です。 

仮想IPアドレス:10.10.10.1

仮想コンピュータ名:WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

クライアント1 クライアント2

Webサーバ

環境ファイル

フェイルオーバグループ：
WebOTX1

フェイルオーバグループ：
WebOTX2

切替ディスク:ドライブX

仮想IPアドレス:10.10.10.2

仮想コンピュータ名:WebOTX2

業務2

環境定義
ファイル

切替ディスク:ドライブY

WebOTX/COM
システム：
WebOTX1

Webサーバ

Webサーバ

ノード1 ノード2

フェイルオーバ
ポリシ:

ノード1

ノード2

フェイルオーバ
ポリシ:

ノード2

ノード1

WebOTX/COM
システム：
WebOTX2

 

大４ノードに、WebOTX/COM システムの情報を持つ WebOTX/COM の実行環境を作成でき

ます。 

WebOTX/COM システムはそれぞれ別のフェイルオーバグループに属し、個別の仮想 IP ア

ドレスを持っています。クライアントは仮想 IPアドレスを用いて接続を行います。 

あるノードで障害が発生した場合には、フェイルオーバポリシに従い以下のように遷

移します。 

仮想IPアドレス：10.10.10.1

仮想コンピュータ名：WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

Webサーバ

環境ファイル

フェイルオーバグループ：
WebOTX2

切替ディスク:ドライブX

仮想IPアドレス：10.10.10.2

仮想コンピュータ名：WebOTX2

業務2

環境定義
ファイル

Webサーバ

Webサーバ

障害発生

フェイルオーバ

ノード1 ノード2

クライアント1 クライアント2

フェイルオーバグループ：
WebOTX1

切替ディスク:ドライブY

WebOTX/COM
システム：
WebOTX2

WebOTX/COM
システム：
WebOTX1

 

フェイルオーバによりノード 1 上で動作していたフェイルオーバグループ WebOTX1

がノード 2へ移行されるため、それまでノード 1の WebOTX/COM に対して処理を要求し

ていたクライアントは、同一の仮想 IPアドレス(10.10.10.1)に再接続するだけでノー

ド 2上での WebOTX1 のシステムが利用可能となります。 

 

注意： 

マルチスタンバイで IIS4.0 もマルチスタンバイ構成にする場合、仮想コンピュータ名

での Web,Ftp サーバへのアクセスはできません。 
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・シングルスタンバイ型 

下図はシングルスタンバイ型をCLUSTEPRO環境下で動作させるときのイメージ図です。 

仮想IPアドレス：10.10.10.1

仮想コンピュータ名：WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

クライアント1

Webサーバ

環境ファイル

Webサーバ

Webサーバ

ノード1：稼動系 ノード2：待機系

フェイルオーバグループ：
WebOTX1

切替ディスク:ドライブX

フェイルオーバ
ポリシ:

ノード1

ノード2

WebOTX/COM
システム：
WebOTX1

 

クライアントはWebOTX/COMシステムが現在どのノードで運用されているかを意識せず

に、定義された仮想 IP アドレス(10.10.10.1) を用いて接続をします。対応する仮想 IP

アドレスはその時点で稼動しているノードに割付いています。 

現用系（上記図の場合はノード１）の WebOTX/COM の実行状態は切替パーティション上

の WebOTX/COM システムディレクトリ以下のファイルに格納されます。 

現用系ノードに障害が発生すると、以下のように遷移します。 

仮想IPアドレス：10.10.10.1

仮想コンピュータ名：WebOTX1

業務1

環境定義
ファイル

クライアント1

Webサーバ

環境ファイル

ノード1：稼動系

Webサーバ

Webサーバ

障害発生

フェイルオーバ

ノード2：待機系

切替ディスク:ドライブX

フェイルオーバグループ：
WebOTX1

WebOTX/COM
システム：
WebOTX1

 

WebOTX/COMはCLUSTERPROの設定/スクリプトに応じて待機系ノードで立ち上がります。

障害発生時には、現用系で動作していた環境をそのまま待機系に移動します。また、仮

想 IP アドレスが新現用系ノードに割付くため、クライアントは特に意識せずに、同一の

仮想 IPアドレスで接続が可能です。 
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1.5.2 機能範囲 

WebOTX/COM における実行時環境の catalog 配下のシステムディレクトリを切替パー

ティションに配置することによって、マルチスタンバイ型では異常終了時に他のノード

に実行環境が引き継がれ、シングルスタンバイ型では現用系異常終了時に待機系に実行

環境が引き継がれます。新現用系で動作する WebOTX/COM の仮想 IP アドレスはクライア

ントからは変化しませんので、クライアントから単純に再接続を行うことで新現用系の

WebOTX/COM が利用できます。 

 

1.5.3 インストール手順 

通常のインストール手順に従って、各ノード（クラスタ運用したいローカルマシン）

に WebOTX/COM 実行環境をインストールしてください。 

インストールする時、インストール時の設定はみな同じになるようにしてください。 

また、Web サーバもフェイルオーバさせたいときは、どれか 1台のみ WebOTX/COM 運用

支援オプションをインストールしてください。2 台以上はインストールしないでくださ

い。 

この他、別ノードに WebOTX/COM 運用支援ツールをインストールしておいてください。 

 

Web サーバをフェイルオーバさせるには、IIS の設定が必要になります。 

詳細は「CLUSTERPRO/システム構築ガイド・IIS4.0」の章を参照してください。 

 

1.5.3.1 マルチスタンバイ型 

 

I. WebOTX/COM 運用管理ツールの設定 

 

この手順は後述のスクリプトを含めて 以下の環境を前提にしています。 
WebOTX1 用 (1 つめの WebOTX/COM インスタンス用) 

仮想 IP 10.10.10.1 
切替パーティション X: 

WebOTX2 用 (2 つめの WebOTX/COM インスタンス用) 
仮想 IP 10.10.10.2 
切替パーティション Y: 

上記のリソースは実際の環境に読みかえてください。 

 
まず、WebOTX/COM 運用管理ツールによって使用したいシステムを作成します。 

このとき、それぞれ名前の違うシステムを作り、それぞれ違うアプリケーションを登

録してください。同じにしてしまうと、WebOTX/COM ではレジストリ登録を行っているた

め、フェイルオーバしたときに同一レジストリとなってしまい、正常動作しなくなりま

す。 

ここでは、ノード n1 にシステム WebOTX1 を、n2 に WebOTX2 を作成し、サーバ AP 

SampleAPSv1, SampleAPSv2 をそれぞれ登録する事を例として挙げます。仮想 IP アドレ

スはそれぞれ 10.10.10.1 と 10.10.10.2、仮想コンピュータ名は WebOTX1、WebOTX2 とし

ます。Web サーバは WebOTX1 に含めるものとします。 

 

1. デフォルトのシステム(default:TPBASE)は必要ないので削除します。 

デフォルトのシステムと接続し、システムを停止した後削除します。 
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2. クラスタ用のシステムをそれぞれのノード（マシン）上で作成します。 

WebOTX1：n1 上にシステム WebOTX1 を作成、SampleAPSv1 を登録 

WebOTX2：n2 上にシステム WebOTX2 を作成、SampleAPSv2 を登録 

 

3. システムを作成したら、[システムの詳細設定]で接続サーバ名をそれぞれ仮想 IP ア

ドレスに変更しておきます。 

WebOTX1：10.10.10.1 

WebOTX2：10.10.10.2 

ここでは、CLUSTERPRO の規則に従って仮想 IP アドレスを割り当ててください。 

 

4. システムを作成したノードの以下の WebOTX/COM サービスを止めます。 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名を選択し、[停止]します。 

 

WebOTX_COM Generator Server 

WebOTX_COM TPBASEadm 

WebOTX_COMMonitor WebOTX1（WebOTX_COMMonitor WebOTX2） 

（WebOTX1 は作成したシステム名です。n2 では WebOTX2 を止める事になります） 

 

作成したシステムのcatalogディレクトリ配下をTempディレクトリにコピーします。

エクスプローラなどを使ってコピーしてください。 

 

5. WebOTX_COM Generator Server サービスを再起動し、WeBOTX/COM 運用管理ツール上

でシステムを削除します（システムの重複を防ぐため）。 

 

II. CLUSTERPRO の設定 

 

WebOTX/COM 運用管理ツールによってシステムを作成したら、CLUSTERPRO でフェイル

オーバグループの設定を行います。 

 

1. CLUSTERPRO でクラスタ名を選択して[グループの追加]を行います。 

名前入力（WebOTX1）後、プロパティ画面が出てくるので、[全般]ページに以下の設

定をしてください（[スクリプト]ページはここではまだ設定しません）。 

 

[リソースの設定]ボタンを押した後、リソースのプロパティ設定画面が出てきます。 

 

[切替パーティション]-[追加]で、WebOTX1 に切替パーティション X:を割り当てま

す。 

[仮想 IP]-[追加]で、WebOTX/COM 運用管理ツールで設定した仮想 IP アドレスと、

ネットマスクを設定します。 

[仮想コンピュータ名]-[追加]で、WebOTX1 を追加します。 

 

設定が終わってから[OK]を押すと、フェイルオーバポリシの設定ダイアログが出て

きます。フェイルオーバさせたい順番に[追加]してください。 

 

WebOTX2 も同様に（WebOTX1 と重ならないように）設定してください（切替パーティ

ションは Y:になります）。 

これで、ノードの下にフェイルオーバグループができた事になります。 
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2. 設定が終わったら、フェイルオーバグループを起動します。 

グループ起動によって切替パーティションが参照できるようにになっているので、

そこに Temp にコピーしたディレクトリをコピーします。エクスプローラなどを使っ

てコピーしてください。 

 

3. フェイルオーバグループを停止します。 

このとき、切替パーティションへアクセスしているプロセスがあると切り離しに失

敗しノードがシャットダウンします。特に NT エクスプローラにも注意してくださ

い。 

 

4. スクリプトの編集を行います。 

[グループのプロパティ]を選択し、先ほど設定しなかった[スクリプト]ページを開

きます。マルチスタンバイ型スクリプトサンプル 1.5.5.1のように起動スクリプト

と終了スクリプトを[編集]します。 

 

5. フェイルオーバグループを起動します。 

起動の際、フェイルオーバグループをフェイルオーバポリシで設定した 初のノー

ドで起動するようにしてください。 

 

III. WebOTX/COM WebAP 管理ツールの設定 

 

後に WebOTX WebAP 管理ツールで、クライアント AP の登録をします。 

ここではクライアントAP SampleAPCl1、SampleAPCl2を登録する事を例としてあげます。 

詳細はオンラインマニュアルやヘルプを参照してください。 

 

1. [設定]-[Web サーバ設定]を選択すると[Web サーバの登録]ダイアログが表示されま

す。URL の設定と物理パスの設定は以下のように仮想 IP アドレス,仮想ディレクトリ

を用いて設定してください。 

 

WebOTX1 

URL の設定：http://10.10.10.1/WebOTX_COM/SampleAPCL1 

物理パスの設定：X:\inetpub\wwwroot\WebOTX_COM\SampleAPCl1 

 

WebOTX2 

URL の設定：http://10.10.10.1/WebOTX_COM/SampleAPCl2 

物理パスの設定：Y:\inetpub\wwwroot\WebOTX_COM\SampleAPCl2 

 

2. [設定]-[サーバコンポーネント選択]を選択すると[サーバコンポーネントの設定] 

ダイアログが表示されます。以下のようにトランザクションサーバを仮想 IP アドレス

として設定し、[接続]してサーバコンポーネントを選択してください。 

 

WebOTX1 

トランザクションサーバ/システム名：10.10.10.1/WebOTX1 

 

WebOTX2 

トランザクションサーバ/システム名：10.10.10.2/WebOTX2 
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3. クライアント AP を接続するときは、接続サーバを仮想 IP アドレスにして接続して

ください。 

 

1.5.3.2 シングルスタンバイ型 

I. WebOTX/COM 運用管理ツールの設定 

 

この手順は後述のスクリプトを含めて 以下の環境を前提にしています。 
WebOTX1 用 (1 つめの WebOTX/COM インスタンス用) 

仮想 IP 10.10.10.1 
切替パーティション X: 

上記のリソースは実際の環境に読みかえてください。 

 

まず、WebOTX/COM 運用管理ツールによって使用したいシステムを作成します。 

ここでは、ノード n1 を現用系とし、n2 には何もシステムを作成せず待機系にする事

を例として挙げます。 n1 にシステム WebOTX1 を作成し、サーバ AP SampleAPSv1 を登録

します。仮想 IP アドレスは 10.10.10.1、仮想コンピュータ名は WebOTX1 とします。Web

サーバは WebOTX1 に含めるものとします。 

 

1. デフォルトのシステム(default:TPBASE)は必要ないので削除します。 

デフォルトのシステムと接続し、システムを停止した後削除します。 

 

2. クラスタ用のシステムを現用系のノード（マシン）上で作成します。 

WebOTX1：n1 上にシステム WebOTX1 を作成、SampleAPSv1 を登録 

 

3. システムを作成したら、[システムのプロパティ]で接続サーバ名を仮想 IP アドレス 

10.10.10.1 に変更しておきます。 

ここでは、CLUSTERPRO の規則に従って仮想 IP アドレスを割り当ててください。 

 

4. システムを作成したノードの以下の WebOTX/COM サービスを止めます。 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名を選択し、[停止]します。 

 

WebOTX_COM Generator Server 

WebOTX_COM TPBASEadm 

WebOTX_COMMonitor WebOTX1（作成したシステム名） 

 

この時、WebOTX_COM Generator Server を自動起動から手動起動に変えておいてく

ださい。 

 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名選択 

[スタートアップ]-[スタートアップの種類]で[手動]を選択 

 

他の上記サービスも[手動]になっているか確認してください。 

 

作成したシステムのcatalogディレクトリ配下をTempディレクトリにコピーします。

エクスプローラなどを使ってコピーしてください。 

 

5. WebOTX_COM Generator Server サービスを再起動し、WebOTX/COM 運用管理ツール上
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で作成したシステムを削除します（システムの重複を防ぐため）。 

 

II. CLUSTERPRO の設定 

 

WebOTX/COM 運用管理ツールによってシステムを作成したら、CLUSTERPRO でフェイル

オーバグループの設定を現用系のみ行います。 

 

1. CLUSTERPRO でクラスタ名を選択して[グループの追加]を行います。 

名前入力（WebOTX1）後、プロパティ画面が出てくるので、[全般]ページに以下の設

定をしてください（[スクリプト]ページはここではまだ設定しません）。 

 

[リソースの設定]ボタンを押した後、リソースのプロパティ設定画面が出てきます。 

 

[切替パーティション]-[追加]で、WebOTX1 に切替パーティション X:を割り当てま

す。 

[仮想 IP]-[追加]で、WebOTX/COM 運用管理ツールで設定した仮想 IP アドレスと、

ネットマスクを設定します。 

[仮想コンピュータ名]-[追加]で、WebOTX1 を追加します。 

 

設定が終わってから[OK]を押すと、フェイルオーバポリシの設定ダイアログが出て

きます。フェイルオーバさせたい順番（現用系→待機系）に[追加]してください。 

 

これで、ノードの下にフェイルオーバグループができた事になります。 

 

2. 設定が終わったら、フェイルオーバグループを起動します。 

グループ起動によって切替パーティションが参照できるようになっているので、そ

こに Temp にコピーしたディレクトリをコピーします。エクスプローラなどでコピー

してください。 

 

3. DOS プロンプトを立ちあげて WebOTX システムの登録をします。 

以下のコマンドを実行してください。 

> wodysys –R WebOTX1 X:\catalog\WebOTX1 
 

4. 再び、システムを作成したノードの以下の WebOTX/COM サービスを止めます。 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名を選択し、[停止]します。 

 

WebOTX_COM Generator Server 

WebOTX_COM TPBASEadm 

WebOTX_COMMonitor WebOTX1（作成したシステム名） 

 

5. フェイルオーバグループを n1（現用系）から n2（待機系）に移動します。 

グループを選択して待機系ノードの方に移動させてください。 

 

6. DOS プロンプトを立ちあげてレジストリ登録をします。 

以下のコマンドを実行してください。 

> wodysys –R WebOTX1 X:\catalog\WebOTX1 
 

7. フェイルオーバグループを移動させたノードの以下のWebOTX/COMサービスを止めま
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す。 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名を選択し、[停止]します。 

 

WebOTX_COM Generator Server 

WebOTX_COM TPBASEadm 

WebOTX_COMMonitor WebOTX1（作成したシステム名） 

 

この時、WebOTX_COM Generator Server を自動起動から手動起動に変えておいてく

ださい。 

 

[コントロールパネル]-[サービス]でサービス名選択 

[スタートアップ]-[スタートアップの種類]で[手動]を選択 

 

他の上記サービスも[手動]になっているか確認してください。 

 

8. フェイルオーバグループを停止します。 

このとき、切替パーティションへアクセスしているプロセスがあると切り離しに失

敗しノードがシャットダウンします。特に NT エクスプローラにも注意してくださ

い。 

 

9. スクリプトの編集を行います。 

[グループのプロパティ]を選択し、先ほど設定しなかった[スクリプト]ページを開

きます。シングルスタンバイ型スクリプトサンプル 1.5.5.2のように起動スクリプ

トと終了スクリプトを[編集]します。 

 

10. フェイルオーバグループを現用系で起動します。 

起動の際、フェイルオーバグループをフェイルオーバポリシで設定した 初のノー

ドで起動するようにしてください。 

 

III. WebOTX/COM WebAP 管理ツールの設定 

 

後に WebOTX WebAP 管理ツールで、クライアント AP の登録をします。 

ここではクライアント AP SampleAPCl1 を登録する事を例としてあげます。 

詳細はオンラインマニュアルやヘルプを参照してください。 

IIS で仮想ディレクトリを設定する必要があります。IIS のマニュアルを参照してくださ

い。 

 

1. [設定]-[Web サーバ設定]を選択すると[Web サーバの登録]ダイアログが表示されま

す。URL の設定と物理パスの設定は以下のように仮想 IP アドレス,仮想ディレクトリ

を用いて設定してください。 

 

URL の設定：http://10.10.10.1/WebOTX_COM/SampleAPCL1 

物理パスの設定：X:\inetpub\wwwroot\WebOTX_COM\SampleAPCl1 

 

2. [設定]-[サーバコンポーネント選択]を選択すると[サーバコンポーネントの設定] 

ダイアログが表示されます。以下のようにトランザクションサーバを仮想 IP アドレス

として設定し、[接続]してサーバコンポーネントを選択してください。 
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トランザクションサーバ/システム名：10.10.10.1/WebOTX1 

 

3. クライアント AP を接続するときは、接続サーバを仮想 IP アドレスにして接続して

ください。 
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1.5.4 スクリプト作成の注意事項 

起動スクリプトはWebOTX/COMのサービスが 後に起動されるように記述してください。 

終了スクリプトはWebOTX/COMのすべてのサービスが 初に終了するように記述してく

ださい。 

 

1.5.5 スクリプトサンプル 

1.5.5.1 マルチスタンバイ型 

起動スクリプト(START.BAT) 

rem *************************************** 
rem *              start.bat              * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
 
rem WebOTX システム追加 
wodysys -R WebOTX1 X:¥catalog¥WebOTX1 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム追加 
rem wodysys -R WebOTX2 Y:¥catalog¥WebOTX2  
 
 
rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
 
rem WebOTX システム追加 
wodysys -R WebOTX1 X:¥catalog¥WebOTX1 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム追加 
rem wodysys -R WebOTX2 Y:¥catalog¥WebOTX2 
 

終了スクリプト(STOP.BAT) 
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rem *************************************** 
rem *              stop.bat               * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム削除 
wodysys -U WebOTX1 
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem wodysys -U WebOTX2  
 
 
rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
rem -----WebOTX1 の場合は下のように記述します。----- 
rem WebOTX システム削除 
wodysys -U WebOTX1 
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
 
rem -----WebOTX2 の場合は下のように記述します。----- 
rem wodysys -U WebOTX2  
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1.5.5.2 シングルスタンバイ型 

起動スクリプト(START.BAT) 

rem *************************************** 
rem *              start.bat              * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
 
rem WebOTX システムの起動 
net start WebOTXCOMServerService  
 
 
rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
rem IIS サービスの起動 
net start “IIS Admin Service”                  ←Web サーバのフェイルオーバを 
net start “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net start “FTP Publishing Service”             ←ありません。 
 
rem WebOTX システムの起動 
net start WebOTXCOMServerService  

 

終了スクリプト(STOP.BAT) 

rem *************************************** 
rem *              stop.bat               * 
rem *************************************** 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
rem WebOTX システムの停止 
net stop WebOTXCOMServerService 
net stop "WebOTX_COM TPBASEadm" 
net stop "WebOTX_COMMonitor WebOTX1"  
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
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rem ************* 
rem フェイルオーバ後の業務起動ならびに復旧処理 
rem ************* 
rem WebOTX システムの停止 
net stop WebOTXCOMServerService 
net stop "WebOTX_COM TPBASEadm" 
net stop "WebOTX_COMMonitor WebOTX1"  
 
rem IIS サービスの停止 
net stop “FTP Publishing Service”             ←Web サーバのフェイルオーバを 
net stop “World Wide Web Publishing Service”  ←しない場合は記述する必要は 
net stop “IIS Admin Service”                  ←ありません。 
 

 

1.5.5.3 注意事項 

サービス終了処理の記述は存在するすべての WebOTX/COM システムについて行ってく

ださい。 

 


