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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 Ver8.0 を対象としています。 

CLUSTERPRO for Windows Ver8.0 に対応する記述がある製品については収録ガイド別構築ガ

イド一覧をご覧ください。 

Windows 2003 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 2003 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®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。 
Apache Tomcat は Apache Software Foundation の登録商標です。 
Java は米国 Sun Microsystems Inc.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。 
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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1.1 機能概要 

コミュニケーションドアエクスプレスは、音声、映像、データ共有が統合された Web
会議システムであり、本製品を使用するには「Java SDK」「Apache  Tomcat」および「コ

ミュニケーションドアエクスプレス サーバ」が必要です（本製品のインストール媒体

に含まれています）。 
CLUSTERPRO でサポートするコミュニケーションドアエクスプレスのバージョンは

v4 です。 
クライアントからはフローティング IP アドレスで接続可能です。 
 
（１）コミュニケーションドアエクスプレスをクラスタサーバのローカルディスクに

インストールし、その会議情報を切替パーティションに配置することで、障害発

生時に待機系ノードでサービス提供が可能となります。 
 
（２）コミュニケーションドアエクスプレスの運用形態は片方向スタンバイ型です。 

片方向スタンバイ型は、全てのノードに１つのフェイルオーバポリシを設定し、

現用系で障害が発生すると待機系でフェイルオーバグループリソースを引き継ぎ、

切替パーティションの会議情報を使用して、コミュニケーションドアエクスプレ

スサービスを継続します。 
 

【片方向スタンバイ型】 
図１は SV1、SV2 の２ノードにコミュニケーションドアエクスプレス用の１つのフ

ェイルオーバポリシ（順位 SV1,SV2）を設定し、SV1 を 高プライオリティノード、

SV2 を待機系ノードとして動作させるときの構成図です。 
クライアントは、フローティング IP アドレスを指定して接続します。 
SV1 に障害が発生すると、図２のように SV2 でコミュニケーションドアエクスプレ

スサービスが提供されます。 
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図 1 通常運用状態（片方向スタンバイ型２ノード使用） 

 

図 2 フェイルオーバ後（SV1 ダウン） 

フェイルオーバが行われると、新現用系で本システムで使用するサービスが起動し、

フローティング IP アドレス、切替パーティションの会議情報が新現用系に移行します。 
移行中はサービスが停止されるため、クライアントはその後しばらくして再び同一の

フローティング IP アドレスで接続する必要があります。 
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1.2 機能範囲 

コミュニケーションドアエクスプレスの各サービスは、クラスタ環境においてもシン

グルサーバと同様に動作します。 
 

1.3 動作環境 

コミュニケーションドアエクスプレスは以下のソフトウェア環境で動作します。 
 Microsoft Windows 2003 Server 日本語版 
 Java SDK Ver1.4.2_06 
 Apache Tomcat Ver4.1 

また本システムは以下のポート番号を使用します。他のプログラムが利用しないよう

に空けておいてください。 

通信方式 ポート番号 サーバプロセス名
80 APサーバ

8080 音声映像サーバ（音声）
8081 音声映像サーバ（映像）
8082 データサーバ（チャット）
8083 状態監視サーバ
8090 データサーバ（スタートアップ）
8091 データサーバ（管理）
8092 データサーバ
20001 音声映像サーバ（音声）
20003 音声映像サーバ（映像）

TCP

UDP
 

 
本システムでは上の表に示すようにポート番号「20003」を使用しますが、

CLUSTERPRO においても「20003」ポートがサーバ間通信で使用するポートに既定

値として設定されます。そのため CLUSTERPRO において「20003」ポートを、シス

テムで使用中のポート番号と重ならない値(例:20002)へ予め変更しておいてください。 
 
またインストール先フォルダのファイルシステムは「NTFS」である必要があります。 
 

1.4 インストール手順 

フェイルオーバポリシの対象となるノードのローカルディスクに Java SDK、コミュニ

ケーションドアエクスプレスをインストールし、Apache Tomcat は切替パーティショ

ン（共有ディスクまたはミラーディスク）にインストールします。この際、会議情報

や会議予約情報のファイルは Apache Tomcat がインストールされたディレクトリ配下

に自動的に格納されます。 
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フェイルオーバグループを以下のリソースで１つ作成してください。 

 フローティング IP アドレス 
 切替パーティション（Apache Tomcat、会議情報を格納するのに十分な大き

さを確保） 
 スクリプト（片方向スタンバイ型のスクリプトサンプルを登録） 

 
（１）以下の手順でインストールを行ってください。 

 フェイルオーバグループをインストールさせるノードで起動（切替パーテ

ィションにアクセスできるようにするため） 
 インストール CD を挿入する。インストールは以下の順で行ってください。 

1. Java SDK 1.4.2_06 をローカルディスクにインストールする。 
 
2. Apache Tomcat 4.1 を切替パーティションにインストールする。 

 
インストール先の選択ウィザードで、「Browse」をクリックして、切替

パーティション上の任意のフォルダを指定してください。２台目から

のインストール時は、 初に指定したフォルダにインストールしなけ

ればならないため、分かりやすいフォルダ名にしておくことをお勧め

します。 
 
3. COMMUNICATIONDOOR EXPRESS をローカルディスクにインスト

ールする。各サーバの設定画面で、AV サーバ、監視サーバ、データサ

ーバの IPアドレスにはフローティング IPアドレスを設定してください。 



 10 

 
 
 

（２）「コントロールパネル」→「管理ツール」→「サービス」を起動し、以下のサ

ービスのスタートアップの種類を「自動」から「手動」に切り替えた後、ク

ラスタシャットダウンを行い OS を再起動してください。 
 Apache Tomcat 4.1 
 CommDoorExpress AVS 
 CommDoorExpress DcStartupServer 
 CommDoorExpress DTS 
 CommDoorExpress MTS 

 
（３）COMMUNICATIONDOOR EXPRESS をインストールしていないノードにフ

ェイルオーバグループを移動して、手順（１）（２）を繰り返します。Apache 
Tomcat は切替パーティションに上書きインストールします。この際、必ず切替

パーティションに既にインストールされているApache Tomcatと同じフォルダ

へ上書きインストールしてください。 
 
（４）グループを停止して、1.6 節のように起動、終了スクリプトに各サービスの起

動・終了コマンドを記述し、グループを起動してください。 
 

1.5 アンインストール手順 

本製品は以下の手順でアンインストールします。 
（１）フェイルオーバグループを停止して、起動、終了スクリプトから本システムで使

用する各サービスの ARMLOAD,net stop,ARMKILL の記述行を削除、または rem
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でコメントしてください。その後、アンインストールするノードで再度フェイル

オーバグループを起動してください。 
（２）「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から「COMMUNICATION 

DOOREXPRESS Server」をアンインストールします。ここで必ずクラスタの再

起動を行って下さい。 
 
（３）「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から「Java SDK SE v1.4.2_06」

をアンインストールします。 
さらに、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から「Java 2 Runtime 
Environment SE v1.4.2_06」をアンインストールします。 

 
（４）「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」から「Apache Tomcat 

4.1(remove only)」をアンインストールします。 
 
（５）COMMUNICATIONDOOR EXPRESS がインストールされているノードにフェイ

ルオーバグループを移動します。移動したノードでインストール CD から「Apache 
Tomcat 4.1」だけを切替パーティションに上書きインストールしてください。必

ず前にApache Tomcatをインストールしたフォルダをインストール先に指定して

下さい。その後「コントロールパネル」→「管理ツール」→「サービス」を起動

して「Apache Tomcat 4.1」を停止し、スタートアップの種類を「手動」に切り替

えてから、手順（２）～（４）の操作を繰り返して下さい。 
 

1.6 スクリプトサンプル 

コミュニケーションドア/エクスプレスのサービスの起動には「ARMLOAD」、停止に

は「ARMKILL」と「net stop」を用います。 
共有ディスク型でもミラーディスク型でも同じスクリプトで動作します。 
 

1.6.1 開始スクリプト 
開始スクリプトでは以下のサービスを「ARMLOAD」で起動して下さい。 

 Apache Tomcat 4.1 
 CommDoorExpress AVS 
 CommDoorExpress DcStartupServer 
 CommDoorExpress DTS 
 CommDoorExpress MTS 

  ARMLOAD コマンドのオプションとして、/S を付けて起動対象がサービスであること
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を指定し、/M でサービスの監視を行うことを指定します。また、/FOV はサービス監

視においてサービスに障害が発生するとフェイルオーバを行うことを指定しています。 
開始スクリプト（START.BAT） 
rem *************************************** 
rem *              start.bat              * 
rem *                                     * 
rem * title   : start script file sample  * 
rem * date    : 1999/11/30                * 
rem * version : 001.01                    * 
rem *************************************** 
 

  
rem *************************************** 
rem 起動要因チェック 
rem *************************************** 
IF "%ARMS_EVENT%" == "START" GOTO NORMAL 
IF "%ARMS_EVENT%" == "FAILOVER" GOTO FAILOVER 
IF "%ARMS_EVENT%" == "RECOVER" GOTO RECOVER 
 
rem CLUSTERPRO Server 未動作 
GOTO no_arm 
 

 
rem *************************************** 
rem 通常起動対応処理 
rem *************************************** 
:NORMAL 
 
 
rem ディスクチェック 
IF "%ARMS_DISK%" == "FAILURE" GOTO ERROR_DISK 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
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rem ARMRSP でリソースが異常状態のときに 
rem フェイルオーバを発生させる 
rem ARMRSP が異常状態になったとき、 
rem ARMLOAD でサーバシャットダウンを発生させる 
rem (例)ARMLOAD watchID /R 9 /H 1 ARMRSP /A /PL 10.10.9.8 /PL 10.10.9.9 
 
 
rem プライオリティ チェック 
IF "%ARMS_SERVER%" == "OTHER" GOTO ON_OTHER1 
 
rem ************* 
rem 高プライオリティ での処理 
rem (例) ARMBCAST /MSG " 高プライオリティサーバで起動中です" /A 
rem ************* 
 
ARMLOAD TOMCAT /S /M /FOV "Apache Tomcat 4.1" 
ARMLOAD CommDoorAVS /S /M /FOV "CommDoorExpress AVS" 
ARMLOAD CommDoorStartup /S /M /FOV "VTSStartupServer" 
ARMLOAD CommDoorDTS /S /M /FOV "CommDoorExpress DTS" 
ARMLOAD CommDoorMTS /S /M /FOV "CommDoorExpress MTS" 
 
GOTO EXIT 
 
:ON_OTHER1 
rem ************* 
rem 高プライオリティ 以外での処理 
rem (例) ARMBCAST /MSG "プライオリティサーバ以外で起動中です" /A 
rem ************* 
 
ARMLOAD TOMCAT /S /M /FOV "Apache Tomcat 4.1" 
ARMLOAD CommDoorAVS /S /M /FOV "CommDoorExpress AVS" 
ARMLOAD CommDoorStartup /S /M /FOV "VTSStartupServer" 
ARMLOAD CommDoorDTS /S /M /FOV "CommDoorExpress DTS" 
ARMLOAD CommDoorMTS /S /M /FOV "CommDoorExpress MTS" 
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GOTO EXIT 
 
 

 
rem *************************************** 
rem リカバリ対応処理 
rem *************************************** 
:RECOVER 
 
rem ************* 
rem クラスタ復帰後のリカバリ処理 
rem ************* 
 
GOTO EXIT 
 

 
 
rem *************************************** 
rem フェイルオーバ対応処理 
rem *************************************** 
:FAILOVER 
 
rem ディスクチェック 
IF "%ARMS_DISK%" == "FAILURE" GOTO ERROR_DISK 
 
 
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 ARMRSP でリソースが異常状態のときに 
rem フェイルオーバを発生させる 
rem ARMRSP が異常状態になったとき、 
rem ARMLOAD でサーバシャットダウンを発生させる 
rem (例)ARMLOAD watchID /R 9 /H 1 ARMRSP /A /PL 10.10.9.8 /PL 10.10.9.9 
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rem プライオリティ のチェック 
IF "%ARMS_SERVER%" == "OTHER" GOTO ON_OTHER2 
 
rem ************* 
rem 高プライオリティ での処理 
rem (例) ARMBCAST /MSG " 高プライオリティサーバで起動中です（フェイルオーバ

後）" /A 
rem ************* 
 
ARMLOAD TOMCAT /S /M /FOV "Apache Tomcat 4.1" 
ARMLOAD CommDoorAVS /S /M /FOV "CommDoorExpress AVS" 
ARMLOAD CommDoorStartup /S /M /FOV "VTSStartupServer" 
ARMLOAD CommDoorDTS /S /M /FOV "CommDoorExpress DTS" 
ARMLOAD CommDoorMTS /S /M /FOV "CommDoorExpress MTS" 
 
GOTO EXIT 
 
:ON_OTHER2 
rem ************* 
rem 高プライオリティ 以外での処理 
rem (例) ARMBCAST /MSG "プライオリティサーバ以外で起動中です（フェイルオーバ

後）" /A 
rem ************* 
 
ARMLOAD TOMCAT /S /M /FOV "Apache Tomcat 4.1" 
ARMLOAD CommDoorAVS /S /M /FOV "CommDoorExpress AVS" 
ARMLOAD CommDoorStartup /S /M /FOV "VTSStartupServer" 
ARMLOAD CommDoorDTS /S /M /FOV "CommDoorExpress DTS" 
ARMLOAD CommDoorMTS /S /M /FOV "CommDoorExpress MTS" 
 
GOTO EXIT 
 

 
rem *************************************** 
rem 例外処理 
rem *************************************** 
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rem ディスク関連エラー処理 
:ERROR_DISK 
ARMBCAST /MSG "切替パーティションの接続に失敗しました" /A 
GOTO EXIT 

 
rem ARM 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG "CLUSTERPRO Server が動作状態にありません" /A 

 
 
:EXIT 
 
 
1.6.2 終了スクリプト 
終了スクリプトでは以下のサービスを「net stop」で停止して下さい。 

 CommDoorExpress DcControlServer 
 CommDoorExpress DcVideoServer 
 CommDoorExpress DcDataServer 
 CommDoorExpress DcAudioServer 

このとき、 初に DcControlServer を停止するようにして下さい。またこれらのサー

ビスは DcStartupServer より先に停止させて下さい。 
 
次に以下のサービスを「ARMKILL」で停止して下さい。 

 Apache Tomcat 4.1 
 CommDoorExpress AVS 
 CommDoorExpress DcStartupServer 
 CommDoorExpress DTS 
 CommDoorExpress MTS 

 
終了スクリプト（STOP.BAT） 
rem *************************************** 
rem *              stop.bat               * 
rem *                                     * 
rem * title   : stop script file sample   * 
rem * date    : 1999/11/30                 * 
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rem * version : 001.01                    * 
rem *************************************** 
 
rem *************************************** 
rem 起動要因チェック 
rem *************************************** 
IF "%ARMS_EVENT%" == "START" GOTO NORMAL 
IF "%ARMS_EVENT%" == "FAILOVER" GOTO FAILOVER 
 
rem CLUSTERPRO Server 未動作 
GOTO no_arm 
 

 
rem *************************************** 
rem 通常終了対応処理 
rem *************************************** 
:NORMAL 
 
rem ディスクチェック 
IF "%ARMS_DISK%" == "FAILURE" GOTO ERROR_DISK 
 
 
rem ************* 
rem 業務通常処理 
rem ************* 
 
rem リソースの異常監視を終了 
rem ARMLOAD で起動した ARMRSP の終了コマンド 
rem watchID は ARMLOAD 指定時のものを使用する 
rem (例)ARMKILL watchID 
 
rem プライオリティ チェック 
IF "%ARMS_SERVER%" == "OTHER" GOTO ON_OTHER1 
 
rem ************* 
rem 高プライオリティ での処理 
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rem (例)ARMBCAST /MSG " 高プライオリティサーバで終了中です" /A 
rem ************* 
net stop VTSControlServer 
net stop VTSVideoServer 
net stop VTSDataServer 
net stop VTSAudioServer 
 
ARMKILL CommDoorMTS 
ARMKILL CommDoorDTS 
ARMKILL CommDoorStartup 
ARMKILL CommDoorAVS 
ARMKILL TOMCAT  
 
GOTO EXIT 
 
 
:ON_OTHER1 
rem ************* 
rem 高プライオリティ 以外での処理 
rem (例)ARMBCAST /MSG "プライオリティサーバ以外で終了です" /A 
rem ************* 
net stop VTSControlServer 
net stop VTSVideoServer 
net stop VTSDataServer 
net stop VTSAudioServer 
 
ARMKILL CommDoorMTS 
ARMKILL CommDoorDTS 
ARMKILL CommDoorStartup 
ARMKILL CommDoorAVS 
ARMKILL TOMCAT 
 
GOTO EXIT 
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rem *************************************** 
rem フェイルオーバ対応処理 
rem *************************************** 
:FAILOVER 
 
rem ディスクチェック 
IF "%ARMS_DISK%" == "FAILURE" GOTO ERROR_DISK 
 
 
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 リソースの異常監視を終了 
rem ARMLOAD で起動した ARMRSP の終了コマンド 
rem watchID は ARMLOAD 指定時のものを使用する 
rem (例)ARMKILL watchID 
 
rem プライオリティ のチェック 
IF "%ARMS_SERVER%" == "OTHER" GOTO ON_OTHER2 
 
rem ************* 
rem 高プライオリティ での処理 
rem (例)ARMBCAST /MSG " 高プライオリティサーバで終了中です（フェイルオーバ

後）" /A 
rem ************* 
net stop VTSControlServer 
net stop VTSVideoServer 
net stop VTSDataServer 
net stop VTSAudioServer 
 
ARMKILL CommDoorMTS 
ARMKILL CommDoorDTS 
ARMKILL CommDoorStartup 
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ARMKILL CommDoorAVS 
ARMKILL TOMCAT  
GOTO EXIT 
 
:ON_OTHER2 
rem ************* 
rem 高プライオリティ 以外での処理 
rem (例)ARMBCAST /MSG "プライオリティサーバ以外で終了中です（フェイルオーバ

後）" /A 
rem ************* 
net stop VTSControlServer 
net stop VTSVideoServer 
net stop VTSDataServer 
net stop VTSAudioServer 
 
ARMKILL CommDoorMTS 
ARMKILL CommDoorDTS 
ARMKILL CommDoorStartup 
ARMKILL CommDoorAVS 
ARMKILL TOMCAT 
GOTO EXIT 
 

 
rem *************************************** 
rem 例外処理 
rem *************************************** 
 
rem ディスク関連エラー処理 
:ERROR_DISK 
ARMBCAST /MSG "切替パーティションの接続に失敗しました" /A 
GOTO EXIT 
 
 
rem ARM 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG " CLUSTERPRO Server が動作状態にありません" /A 
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:EXIT 

※ 障害が発生した場合、サービスの停止/起動によって問題が解決する場合がありますが、

発生した障害によりシステムが不安定になることも考えられますので、/FOV パラメータは

付加しないことをお勧めします。 
 

1.7 注意事項 

（１）CLUSTERPRO で使用するポート番号 
   コミュニケーションドアエクスプレスをインストールする前に、CLUSTERPRO が

使用しているポート番号を確認してください。本システムで使用する「20003」ポー

トが、CLUSTERPRO ではサーバ間通信で使用するポートに既定値として設定され

ます。そのため「CLUSTERPRO マネージャ」のクラスタのプロパティ画面から「ポ

ート番号」タグを開き、「20003」ポートが設定されている場合はシステムで未使用

のポート番号へ変更しておいてください。 

 
（２）インストール/アンインストールにおいて Apache Tomcat を切替パーティションに上

書きインストールするとき 
   共有ディスクやミラーディスクに Apache Tomcat を上書きインストールする際は、

必ず既にApache Tomcatがインストールされているフォルダをインストール先に指

定してください。会議室や会議予約の情報が引き継げなくなります。またアンイン

ストール時に Apache Tomcat だけをインストールする際も、必ず前にインストール

したフォルダをインストール先に指定してください。 
 
（３）フェイルオーバ中にサービスが一時停止します。 
   フェイルオーバする場合、フェイルオーバ先でサービスを再起動するため一旦サー

ビスを停止します。そのため会議中にフェイルオーバが発生した場合、クライアン

トの会議画面は以下のようなダイアログが出てきた後、一旦消えますがしばらくし

て再び同一のフローティング IP アドレスでサーバに接続すると会議に参加すること

ができます。 

 

図 3 
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図 4 

   また、データ共有を開始しホワイトボードを起動している状態でフェイルオーバー

が発生すると、図 5 のような描画情報を保存するかどうかのダイアログとその他の

ダイアログが出てきます。 

 

図 5 

この場合、描画情報保存ダイアログを先に終わらせて下さい。描画情報保存ダイア

ログ以外を先に終わらせると、ホワイトボードが終了して保存できなかったり、IE
が異常終了してしまう可能性があります。どちらでもその後再び会議に参加するこ

とは可能ですが、先に描画情報保存ダイアログを終わらせるようにしてください。 
 また、描画情報保存ダイアログが出てこない可能性もありますので、図 3 のダイア

ログが出たときは、ホワイトボードのファイルメニューから保存しておくことをお

勧めします。 
 
（４）ファイル転送中にフェイルオーバが発生したとき 

ファイル転送を起動し、ファイルを送信中にフェイルオーバが発生した場合、ファ

イルの送信に失敗してしまいます。その場合、再度会議に参加してファイル転送を

行ってください。 
 
（５）フェイルオーバ後、再度会議に参加したとき 
   会議中にフェイルオーバが発生して会議画面が消え、再度会議に参加した場合、前

のスキンを引き継ぎますが、司会者権や画面同期は引き継ぎません。 
 
（６）会議画面右上の「×」をクリックした場合の IE 異常終了 
   会議中に会議画面右上の「×」をクリックすると退室することはできますが、動作
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の保障はできません。またサービスが停止してフェイルオーバが発生した場合、ク

ライアントの会議画面がしばらく消えない場合があります。この間に「×」をクリ

ックすると IE が異常終了してしまう可能性がありますので、会議画面が自動で消え

るまでしばらくお待ちください。 
 
（７）イベントログについて 
   フェイルオーバグループの移動を繰り返した際、イベントログにイベント ID:1000

のエラーがエントリされることがあります。これは OS が本システムのサービスを停

止した際に発生するものであり再度会議に参加し会議を続けることは可能ですが、

システムが不安定になることも考えられますので、現リリースではこのエラーが発

生した場合クラスタシャットダウンにより OS を再起動しておくことをお勧めしま

す。 
 
（８）全てのクライアントからの接続は、フローティング IP アドレスを使用して行ってく

ださい。 
 
（９）クライアントから仮想コンピュータ名を使用するとき 

仮想コンピュータ名とフローティング IP アドレスとが対応付けられていない場合、

仮想コンピュータ名は実 IP アドレスに名前解決されます。片方向スタンバイ型では

リモート LAN から仮想コンピュータ名でアクセスする場合は、仮想 IP アドレスに

名前解決する必要があります。 
仮想コンピュータ名とフローティング IP アドレスとが対応付けられている場合は、

仮想コンピュータ名がフローティング IP アドレスに名前解決されるため、クライア

ントからアクセスしても問題ありません。 
仮想コンピュータ名とフローティング IP アドレスとの対応付けについては、

CLUSTERPRO システム構築ガイド「システム設計編(基本/共有ディスク)」または

「システム設計編(基本/ミラーディスク)の仮想コンピュータ名の節を参照してくだ

さい。 
 
（１０）ネットワークパーティションが発生したとき 

ミラーディスク構成でネットワークパーティションが発生した場合、図３のような

ダイアログが出て会議が中断され、会議画面が一旦消えます。この場合、サーバ側

で手動でデータ復旧処理を行う必要があり、再度会議に参加できるようになるまで

多くの時間が必要となります。 


