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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 2000/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 2000/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®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。 
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。 
 



4 

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 グループウェア 

1.1 Exchange Server Enterprise Edition 5.5 
 

1.1.1 機能概要 

(1)  Exchange Server Enterprise Edition 5.5（以下、Exchange/EE 5.5）を切替パーティショ

ンへインストールすることによって、フェイルオーバ発生時に待機系のマシンでサービス

提供が可能となります。 

 

(2)  Exchange/EE 5.5の運用形態は、２ノードの片側スタンバイ型のみをサポートします。 

１台のサーバでサービスを提供し障害が発生すると、現用系で使用していたサーバ名，IP

アドレスが待機系に引き継がれ、切替パーティションの資源を使用して、待機系でExchange

サービスが提供されます。 

 

図１はCLUSTERPRO環境下でサーバ１を現用系、サーバ２を待機系として動作させるときの構

成図です。 

クライアントは、仮想コンピュータ名を指定して接続します。 

 

クライアント 
サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図１ 通常運用状態 

サーバ２：待機系 

仮想 IP：XX.XX.XX.1 

サーバ１：現用系 
仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ３ サーバ４ 

 

サーバ１に障害が発生すると、図２のように仮想コンピュータ名、仮想IPアドレスが遷移しま

す。 

フェイルオーバが完了すると、スクリプトに従ってサーバ２でExchangeサービスが立ち上がり、

仮想コンピュータ名、仮想IPアドレス、切替パーティションの資源がサーバ２に移行する為、ク

ライアントはサーバが切り替わったことを意識せずに、同一のサーバ名で接続することが可能で

す。 
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サーバ１：

クライアント 
サーバ :VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図２ フェイルオーバ発生状態 

仮想 IP: 
XX.XX.XX.1 

サーバ２：新現用系 
仮想コンピュータ名：

VSRV1 
旧現用系 

サーバ３ サーバ４ 

仮想コンピュータ名，

仮想 IP の移行 

 
 

サーバシャットダウンを伴わずにサーバ１からサーバ２へフェイルオーバグループを移動する

時は、図３のようにCLUSTERPROマネージャで「グループの移動」（オンラインフェイルオーバ）

を行います。 

これによって、サーバをダウンさせることなく仮想コンピュータ名、仮想IPアドレスを遷移する

ことが可能です。 

 

サーバ１： 

クライアント 
サーバ VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図３ オンラインフェイルオーバ発生状態 

仮想 IP の移行 
仮想 IP: 
XX.XX.XX.1 

サーバ２：新現用系 
仮想コンピュータ名： 

VSRV1 
旧現用系 

サーバ３ サーバ４ 

CLUSTERPRO

マネージャ

サーバ1からサーバ2へ

フェールオーバグルー

プの移動を指示 

仮想コンピュータ名， 
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1.1.2 機能範囲 

Exchange/EE 5.5では、クラスタ環境において、以下の機能をサポートします。 

 Exchangeメール 

 パブリックフォルダ 

 サイト間コネクト 

 同一サイト内サーバ間コネクト 

 インターネット メール サービス（POP3，SMTP） 

 インターネット ニュース サービス（NNTP） 

 LDAP 

 

1.1.3 動作環境 

Exchange/EE 5.5は、Windows NT 4.0，Windows NT 4.0 Enterprise Edition 及び、Windows2000 

Server，Windows2000 Advanced Server で動作します。 

Windows 2000の場合、CLUSTERPRO Ver6.0のRL2000/12以降(RUR, Update適用含む)が必要です。 

CLUSTERPROのExpressServerStartup(ESS) RL98/03～98/06をご使用の場合には、Update 

ESAR-UD4.0.0001以降の適用が必要です。下記のインストール手順を実行する前に、Updateを適用

してください。 

Exchange Server Service Pack 1 ，Service Pack 2を適用する場合、Windows NT 4.0 Service 

Pack 4 がインストールされている必要があります。 

Windows2000 上にインストールする場合、Exchange Server Service Pack 3 以降を適用する必

要があります。 

 

1.1.4 インストール手順 

1.1.4.1 Exchange 構築手順 

現用系／待機系それぞれから切替パーティションに対しインストールします。インストール方

法は、通常の方法とは一部異なりますので、下記インストール手順にそって行って下さい。 

 

(1)フェイルオーバグループの作成 

  Exchange/EE用に以下のフェイルオーバグループを予め作成します。以下のフェイルオーバグルー

プを作成後、フェイルオーバグループを起動しないで (2) へ進みます。 

 

■ 資源 

・ 仮想コンピュータ名 (ExchangeServerのサーバ名の命名規則に従ったもの) 

・ 仮想IP またはフローティングIP(リモートLANのOutlookクライアント, Exchangeクライ

アント,他のExchangeServerと接続する場合に必要) 

・ 切替パーティション (Exchange のセットアップ, ユーザデータの格納に十分な容量をもっ

たもの) 

 

(注意) 

Windows 2000 の場合、Exchange/EE 用のフェイルオーバグループには、仮想コンピュータ

名とフローティングIPが一つずつ必要です。Exchange/EE用のフェイルオーバグループに、

仮想コンピュータ名およびフローティングIPをそれぞれ二つ以上設定してはいけません。 

Windows 2000の場合、Exchange/EE用のフェイルオーバグループには、仮想IPは使用でき

ません。フローティングIPを使用してください。 
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■ レジストリ同期 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\の配下の以下

のパス 

MSExchangeINS 

MSExchangeIMC 

MSExchangeIS 

MSExchangeMTA 

MSExchangeDS 

MSExchangeSA 

をすべて設定します 

 

■ スクリプト 

本ガイドのサンプルスクリプトを設定します 

 

(2) CLUSTERPROサービスの停止 

 以下の手順で、すべてのノードで CLUSTERPRO のサービスを停止します。 
 

1. すべてのノードでサービス→コントロールパネルで ActiveRecoveryManager
サービスのスタートアップを「手動」に変更します。 
 

2. CLUSTERPRO マネージャで クラスタシャットダウンを実行し、すべてのノー

ドをリブートします。 
 

(3)待機系サーバでのセットアップ1 

1. コマンドプロンプトを開き、vcomstrt コマンド実行します。vcomstrt は以下の書

式で実行します。実行後、コマンドプロンプトを閉じます。 
 

Windows NT 4.0 のとき 
vcomstrt 仮想コンピュータ名 

 

Windows 2000 のとき 
vcomstrt –i フローティング IP 仮想コンピュータ名 
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2. CLUSTERPRO ディスクアドミニストレータを使用して Exchange Server を

セットアップする切替パーティションを接続します (CLUSTERPRO Lite!では、

ミラーディスクアドミニストレータを使用) 。 
CLUSTERPRO ディスクアドミニストレータまたは、ミラーディスクアドミニス

トレータはスタートメニュー→プログラム→ActiveRecoveryManager サーバ に
登録されています。 
 
接続後は、CLUSTERPRO ディスクアドミニストレータまたは、ミラーディスク

アドミニストレータを開いたままにしておきます。 
 

 
2-1. CLUSTERPRO ディスクアドミニストレータの場合(共有ディスクの場合) 
 

 
 
接続するドライブが [接続済み]へ移動したことを確認 
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2-2.ミラーディスクアドミニストレータの場合(ミラーディスクの場合) 

 
 
 

 
 
接続する側のディスクの状態が 正常[許可] となることを確認 
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3. レジストリエディタを起動し以下のレジストリを一時的に変更します。 
 

キー名 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 

                 Control\ComputerName\ComputerName 

        名前   : ComputerName 

        値     : 仮想コンピュータ名 

 

キー名 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ 

                 Control\ComputerName\ActiveComputerName 

        名前   : ComputerName 

        値     : 仮想コンピュータ名 

 

4. コマンドプロンプトを開きコマンドプロンプト内で 以下の環境変数を設定しま

す。コマンドプロンプトは開いたままにしておきます。 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

・_CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 
 

5. コマンドプロンプト内でExchangeServerのCD-ROMからセットアッププログラ

ムを実行します。 
 

6. セットアップ先を切替パーティション上に変更しカスタムセットアップを選択します。 

セットアップする機能選択のダイアログでは以下の機能のチェックを外します。 

・ ccMail Connector 

・ MSMail Connector 

・ X.400 Connector 

・ MicrosoftExchangeEventService 

・ キーマネージメントサーバ 

・ Outlook Web Access 

 

7. サイト/組織の設定のダイアログで、組織名とサイト名を設定します。 

CLUSTERPROに依存して制限は発生しません。ExchangeServerの範囲で設定が可能です。 

サイト内サーバ接続機能で既存 ExchangeServer へ接続する場合には、ここでは既存サーバ

への接続はしません(新規組織/サイトの作成を選択し、現用系サーバのセットアップ時に既

存ExchangeServerと接続します)。 

 

8. サービスアカウントの設定で管理者アカウントとパスワードを設定します。 

CLUSTERPROに依存して制限は発生しません。ExchangeServerの範囲で設定が可能です。 

 

9. ファイルのコピー、サービスの登録が実行されます。 

適化の実行の選択のダイアログが表示されますので セットアップの終了(E) を選択しセッ

トアップを終了します。コマンドプロンプトを閉じます。 

 

10. レジストリエディタを使用して、手順3.で変更したレジストリを 実際のコンピュータ名に

戻します。 

 

11. レジストリエディタを使用して、以下のレジストリを変更（値を追加）します。 
キー名 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\の配下の次のキー 

MSExchangeSA 
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MSExchangeDS 
MSExchangeMTA 
MSExchangeIS 
MSExchangeINS 
MSExchangeIMC 

上記各キーについて以下の値を設定する 

名前 :  Environment 

型   :  REG_MULTI_SZ 

値   :  COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 
   _CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 

  SYSTEMROOT=Windows NT / Windows 2000 のシステムディレクトリ 

Windows NT/Windows 2000 のシステムディレクトリを設定します。WindowsNTのシステムディレクトリは コマンドプ 

ロンプトのsetコマンドか、マイコンピュターのプロパティ→環境タグで確認してください。 

 

12. コントロールパネル→サービス で以下の ExchangeServer のサービスのスター

トアップを「手動」に変更します。 
・MSExchangeSA(Microsoft Exchange System Attendant) 

・MSExchangeDS(Microsoft Exchange Directory) 

・MSExchangeMTA(Microsoft Exchange Message Transfer Agent) 

・MSExchangeIS(Microsoft Exchange Information Store) 

 

 

13. コントロールパネル → サービス で以下の ExchangeServer のサービスを 一旦

停止、停止後スタートをしてサービスでエラーが無く、開始することを確認しま

す。 

停止は(a)→(d)の順序で開始は(d)→(a)の順序で行います。 
a. MSExchangeIS(Microsoft Exchange Information Store) 

b. MSExchangeMTA(Microsoft Exchange Message Transfer Agent) 

c. MSExchangeDS(Microsoft Exchange Directory) 

d. MSExchangeSA(Microsoft Exchange System Attendant) 
 

14. コマンドプロンプトを開きコマンドプロンプト内で 以下の環境変数を設定し、

ExchangeServer の管理ツールを実行します。 
・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

・ _CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 

 
15. インターネット メール サービス と インターネット ニュース サービスを使用

する場合、各サービスの登録を行います。 
 

16. ExchangeServer の管理ツールを終了しコマンドプロンプトを閉じます。 
 

17. コントロールパネル → サービス で以下の ExchangeServer のサービスを停止

します。(a)→(f)の順に停止します。 
a. MSExchangeINS(Microsoft Exchange Internet News Service) 

b. MSExchangeIMC(Microsoft Exchange Internet Mail Service) 

c. MSExchangeIS(Microsoft Exchange Information Store) 

d. MSExchangeMTA(Microsoft Exchange Message Transfer Agent) 

e. MSExchangeDS(Microsoft Exchange Directory) 

f. MSExchangeSA(Microsoft Exchange System Attendant) 
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18. コントロールパネル->サービス で MSExchangeIMC、MSExchangeINS サービ

スのスタートアップを「手動」に変更します。 

 

19. 切替パーティションにインストールされた以下のフォルダの共有を解除します。 

exchsrvr\add-Ins 

exchsrvr\address 

exchsrvr\connect 

exchsrvr\res 

exchsrvr\tracking.log 

 

20. 手順 6 で指定したセットアップ先のディレクトリの名前を変更します。(現用系の

セットアップが旨くできない場合、待機系の ExchangeServer を削除するために使

用します) 

 

21. 既に立ち上がっている CLUSTERPRO ディスクアドミニストレータまたは、ミ

ラーディスクアドミニストレータを使用して、手順 2.で接続した切替パーティ

ションを切り放し、終了します。 
 

22. コマンドプロンプトを開き vcomstop コマンド実行します。vcomstop は以下の書

式で実行します。実行後、コマンドプロンプトを閉じます。 
 

vcomstop 仮想コンピュータ名 

 
(4) 現用系サーバでのセットアップ 

1. 待機系サーバでのセットアップ 1 の手順 1～19 を行います。 
インストール先のパスは待機系サーバと同じものを指定します。 
サイトは待機系と同じ名称を新たに作成し、組織名/サイト名とも待機系サーバと

同じ名称にします。 
サイト内サーバ接続機能を使用する場合、ここで既存 ExchangeServer へ接続を

行います。 
管理者のアカウント/パスワードも待機系と同じ値を使用します。 

 
2. 待機系サーバでのセットアップ1の手順20で変更したディレクトリを削除します。 
 
3. 待機系サーバでのセットアップ 1 の手順 21～22 を行います。 

 
4. レジストリエディタを使用し、以下の値を待機系サーバで設定するためにメモし

ます。 
キー名 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ 
          MSExchangeIS\ParametersPrivate 

名前   : Global ID Counter 

 

キー名 : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ 
          MSExchangeIS\PrametersPublic 

名前   : Global ID Counter 
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(5) 待機系サーバでのセットアップ2 

5. 現用系サーバでの手順４ でメモした値を同じキーへ設定(変更)します。 
 

(6) CLUSTERPROサービスの再開 

以下の手順で、すべてのノードで CLUSTERPRO のサービスを再開します。 
 
1. すべてのノードでコントロールパネル→サービスを開き 

 ActiveRecoveryManager サービスのスタートアップを「自動」に変更します。 
 

2. すべてのノードをシャットダウンしリブートします。シャットダウンは OS のス

タートメニューから行います。 
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1.1.4.2 Service Pack 1 インストール手順 

現用系／待機系それぞれから切替パーティションに対しインストールします。インストール方

法は、通常とは異なりますので、下記インストール手順にそって行って下さい。 

 

(1) 待機系サーバでのインストール 

1. 現用系で運用している場合、待機系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
2. コマンドプロンプトを開きコマンドプロンプト内で 以下の環境変数を設定しま

す。コマンドプロンプトは開いたままにしておきます。 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

・_CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 
 

3. コマンドプロンプト内で Service Pack 1 の CD-ROM から update.exe を実行し

ます。 

 
(2) 現用系サーバでのインストール 

１. 現用系へフェイルオーバグループを移動する前に以下のファイルを置換えます。 

コピー元：<CD-ROM>\jpn\server\setup\i386\gapi32.dll 

コピー先：<SystemRoot>\system32 

 
２. 現用系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
３. 待機系サーバでのインストール手順 2～3 を行います。 

 
４. Exchange サービスがすべて開始されているかを確認します。 
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1.1.4.3 Service Pack 2 インストール手順 

Service Pack 1のインストールに関らず、以下の手順でService Pack 2をインストールできま

す。 

Service Pack 1と同様の手順でインストールを行います。 

 

(1)待機系サーバでのインストール 

１．現用系で運用している場合、待機系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
２．コマンドプロンプトを開きコマンドプロンプト内で 以下の環境変数を設定します。

コマンドプロンプトは開いたままにしておきます。 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

・_CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 
 

３．コマンドプロンプト内で Service Pack 2 の CD-ROM から update.exe を実行し

ます。 

 
(2)現用系サーバでのインストール 

１．現用系へフェイルオーバグループを移動する前に以下のファイルを置換えます。 

コピー元：<CD-ROM>\jpn\server\setup\i386\gapi32.dll 

コピー先：<SystemRoot>\system32 

 
２．現用系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
３．待機系サーバでのインストール手順 2～3 を行います。 

 
４．Exchange サービスがすべて開始されているかを確認します。 
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1.1.4.4 Service Pack 3 インストール手順 

Service Pack 1，2のインストールに関らず、以下の手順でService Pack 3をインストールでき

ます。 

Service Pack 1，2と同様の手順でインストールを行います。 

 

(1)待機系サーバでのインストール 

１．現用系で運用している場合、待機系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
２．コマンドプロンプトを開きコマンドプロンプト内で 以下の環境変数を設定します。

コマンドプロンプトは開いたままにしておきます。 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

・_CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 
 

３．コマンドプロンプト内で Service Pack ３の CD-ROM から update.exe を実行し

ます。 

 
(2)現用系サーバでのインストール 

１．現用系へフェイルオーバグループを移動する前に以下のファイルを置換えます。 

コピー元：<CD-ROM>\jpn\server\setup\i386\gapi32.dll 

コピー先：<SystemRoot>\system32 

 
２．現用系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
３．待機系サーバでのインストール手順 2～3 を行います。 

 
４．Exchange サービスがすべて開始されているかを確認します。 
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1.1.4.5 Service Pack 4 インストール手順 

Service Pack 1，2，3のインストールに関らず、以下の手順でService Pack 4をインストール

できます。 

Service Pack 1，2，3と同様の手順でインストールを行います。 

 

(1)待機系サーバでのインストール 

１．現用系で運用している場合、待機系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
２．コマンドプロンプトを開きコマンドプロンプト内で 以下の環境変数を設定します。

コマンドプロンプトは開いたままにしておきます。 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

・_CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 
 

３．コマンドプロンプト内で Service Pack ４の CD-ROM から update.exe を実行し

ます。 

 
(2)現用系サーバでのインストール 

１．現用系へフェイルオーバグループを移動する前に以下のファイルを置換えます。 

コピー元：<CD-ROM>\jpn\server\setup\i386\gapi32.dll 

コピー先：<SystemRoot>\system32 

 
２．現用系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
３．待機系サーバでのインストール手順 2～3 を行います。 

 
４．Exchange サービスがすべて開始されているかを確認します。 
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1.1.5 LDAP エラーの回避 

Windows2000のドメイン（ActiveDirectory）上へ ExchangeServer をインストールすると、以

下の LDAP エラーが発生し、 ExchangeServer の LDAP サービスが起動できなくなります。 

 
・イベント ID：1306 

タイプ：エラー 

ソース：MSExchangeDS 

説明：LDAP プロトコルの登録はエラー 10048 のため失敗しました。 

ポート番号 389 がほかのアプリケーションで使用されている場合は、 

使用されていないポートに変更してからシャットダウンし、 

Microsoft Exchange Directory Service を再開してください。 

この状態が引き続き発生する場合は、Microsoft Support Service に 

連絡してください。 

 

・イベント ID：1309 

タイプ：エラー 

ソース：MSExchangeDS 

説明：LDAP SSL プロトコルの登録はエラー 10048 のため失敗しました。 

LDAP SSL サーバーは使用できません。ポート番号 636 がほかの 

アプリケーションで使用されていないことを確認してください。 

 

これらのエラーを回避するため、「1.1.4.4 Service Pack 3インストール手順」に従ってService 

Pack 3のインストールを行った後、以下の手順にて LDAPのポート番号を変更します。 

 

1. 現用系で運用している場合、待機系へフェイルオーバグループを移動します。 

 

2. コマンドプロンプトを開きコマンドプロンプト内で 以下の環境変数を設定しま

す。コマンドプロンプトは開いたままにしておきます。 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

・ _CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 
 
3. コマンドプロンプト内で Exchange 管理ツールを Row モードで起動します。 

<Exchange がインストールされているドライブ>:¥exchsrvr¥bin¥admin /r 
 
4. プロトコル コンテナを開き、LDAP サービスをクリックしプロパティを開きま

す。 

 

5. ポート番号の編集テキスト box で、３８９以外の数値を指定します。 

例）：３８８を指定。 

 

6. OK ボタンを押しダイアログボックスを一旦閉じます。 

 

7. ファイルメニューを開き Row プロパティをクリックし、LDAP サービスの Row
モードプロパティを開きます。 

 

8. 属性の種類リストから「すべて」を選択します。 
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9. オブジェクトの属性リストから Incoming-Msg-Size-Limit を選択します。 

 

10. 値の編集テキスト box で、６３６以外の数値を指定します。 

例）：６３７を指定。 

 

11. 設定ボタンを押し、属性値にポート番号が反映されている事を確認します。 

 

12. OK ボタンを押しダイアログボックスを閉じます。 

 

13. スタートメニュー → プログラム → 管理ツール → サービス で Exchange 
Server Directory Service の再起動を行ます。 

 
14. スタートメニュー → プログラム → 管理ツール → イベントビューアを起動し、

アプリケーションログに LDAP エラーが記録されていない事を確認します。 

 

15. 現用系へフェイルオーバグループを移動します。 

 
16. スタートメニュー → プログラム → 管理ツール → イベントビューアを起動し、

アプリケーションログに LDAP エラーが記録されていない事を確認します。 
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1.1.6 アンインストール手順 

クラスタ構成として正常にインストールされている状態からアンインストールを行う時は、 

通常の方法とは一部異なりますので、下記アンインストール手順にそって行って下さい。 

 

(1) 現用系サーバで Exchange/EE 5.5の削除を実行します。 

① コマンドプロンプトを開き、以下の環境変数をセットします。 

・ _CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

(仮想コンピュータ名 は Exchange 用の FailOver グループのリソースのものを設定しま

す) 

② 上記コマンドプロンプト上でExchange/EE 5.5のCD-ROMからインストーラを起動します。

通常のサーバでの削除と同じ手順で削除を行います。 

③ インストーラ終了後,コマンドプロンプトを閉じます。 

以上で 現用系サーバでのExchange/EE 5.5の削除は終了しました。 

 

(2) 待機系サーバで Exchange/EE 5.5の削除を実行します。 

① CLUSTERPROのマネージャでExchange/EE 5.5の属するフェイルオーバグループを 待機系

に移動します。 

② コマンドプロンプトを開き 以下の環境変数をセットします。 

・ _CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 

・ COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

(仮想コンピュータ名 は Exchange 用のフェイルオーバ グループのリソースのものを

設定します) 

③ 上記コマンドプロンプト上でExchange/EE 5.5のCD-ROMからインストーラを起動します。

通常のサーバでの削除と同じ手順で削除を行います。 

④ 削除処理中に以下のダイアログが表示されますが、問題ありません。 [OK]を選択し処理

を継続してください。 

 

⑤ インストール終了後,コマンドプロンプトを閉じます。 

以上で 待機系サーバでのExchange/EE 5.5の削除は終了しました。 
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1.1.7 スクリプト作成の注意事項 

スクリプトは、下記サンプルに従って記述して下さい。 

下記サンプルに従って記述しない場合、ディレクトリの共有／解放時や、サービスの停止時に

スクリプトの実行が中断されることがあります。 

 

1.1.8 スクリプトサンプル 

 

開始スクリプト(START.BAT) 

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 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 ************* 

 

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 

ARMBCAST /MSG " 高プライオリティサーバで起動中です" /A 

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

 

rem NET SHARE for ExchageServer 

rem /* X:\は切替パーティションのドライブを示します           */ 

rem /* Exchange/EE 5.5 をインストールした切替パーティションの */ 

rem /*ドライブ名に書き換えて下さい                           */ 

Armnsadd Add-ins X:\exchsrvr\Add-ins  

Armnsadd Address X:\exchsrvr\Address 

Armnsadd connect$ X:\exchsrvr\connect 

Armnsadd Resources X:\exchsrvr\RES 

Armnsadd tracking.log X:\exchsrvr\tracking.log 
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net start "Microsoft Exchange System Attendant" 

net start "Microsoft Exchange Directory" 

net start "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net start "Microsoft Exchange Information Store" 

net start "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net start "Microsoft Exchange Internet News Service" 

 

GOTO EXIT 

 

:ON_OTHER1 

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

rem 高プライオリティ 以外での処理 

ARMBCAST /MSG "プライオリティサーバ以外で起動中です" /A 

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

 

rem NET SHARE for ExchageServer 

rem /* X:\は切替パーティションのドライブを示します           */ 

rem /* Exchange/EE 5.5 をインストールした切替パーティションの */ 

rem /*ドライブ名に書き換えて下さい                           */ 

Armnsadd Add-ins X:\exchsrvr\Add-ins  

Armnsadd Address X:\exchsrvr\Address 

Armnsadd connect$ X:\exchsrvr\connect 

Armnsadd Resources X:\exchsrvr\RES 

Armnsadd tracking.log X:\exchsrvr\tracking.log 

 

net start "Microsoft Exchange System Attendant" 

net start "Microsoft Exchange Directory" 

net start "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net start "Microsoft Exchange Information Store" 

net start "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net start "Microsoft Exchange Internet News Service" 

 

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 (例) ARMBCAST /MSG "Server の復旧が終了しました" /A 

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

 

GOTO EXIT 

 

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

rem フェイルオーバ対応処理 

rem *************************************** 
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: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 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 

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 ************* 

 

rem NET SHARE for ExchageServer 

rem /* X:\は切替パーティションのドライブを示します           */ 

rem /* Exchange/EE 5.5 をインストールした切替パーティションの */ 

rem /*ドライブ名に書き換えて下さい                           */ 

Armnsadd Add-ins X:\exchsrvr\Add-ins  

Armnsadd Address X:\exchsrvr\Address 

Armnsadd connect$ X:\exchsrvr\connect 

Armnsadd Resources X:\exchsrvr\RES 

Armnsadd tracking.log X:\exchsrvr\tracking.log 

 

net start "Microsoft Exchange System Attendant" 

net start "Microsoft Exchange Directory" 

net start "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net start "Microsoft Exchange Information Store" 

net start "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net start "Microsoft Exchange Internet News Service" 

 

GOTO EXIT 

 

:ON_OTHER2 

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

rem 高プライオリティ 以外での処理 

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 ************* 

 

rem NET SHARE for ExchageServer 

rem /* X:\は切替パーティションのドライブを示します           */ 

rem /* Exchange/EE 5.5 をインストールした切替パーティションの */ 

rem /*ドライブ名に書き換えて下さい                           */ 

Armnsadd Add-ins X:\exchsrvr\Add-ins  

Armnsadd Address X:\exchsrvr\Address 

Armnsadd connect$ X:\exchsrvr\connect 

Armnsadd Resources X:\exchsrvr\RES 
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Armnsadd tracking.log X:\exchsrvr\tracking.log 

 

 

net start "Microsoft Exchange System Attendant" 

net start "Microsoft Exchange Directory" 

net start "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net start "Microsoft Exchange Information Store" 

net start "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net start "Microsoft Exchange Internet News Service" 

 

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 が動作状態にありません" /A 

 

:EXIT 

exit 

 

 

終了スクリプト(STOP.BAT) 

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 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 ************* 
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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 

ARMBCAST /MSG " 高プライオリティサーバで終了中です" /A 

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

 

net stop "Microsoft Exchange Internet News Service" 

net stop "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net stop "Microsoft Exchange Information Store" 

net stop "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net stop "Microsoft Exchange Directory" 

net stop "Microsoft Exchange System Attendant" 

 

armnsdel Add-ins 

armnsdel Address 

armnsdel connect$ 

armnsdel Resources 

armnsdel tracking.log 

armsleep 120 

 

GOTO EXIT 

 

:ON_OTHER1 

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

rem 高プライオリティ 以外での処理 

ARMBCAST /MSG "プライオリティサーバ以外で終了です" /A 

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

 

net stop "Microsoft Exchange Internet News Service" 

net stop "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net stop "Microsoft Exchange Information Store" 

net stop "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net stop "Microsoft Exchange Directory" 

net stop "Microsoft Exchange System Attendant" 

 

armnsdel Add-ins 

armnsdel Address 

armnsdel connect$ 

armnsdel Resources 

armnsdel tracking.log 

armsleep 120 

 

GOTO EXIT 

 

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

rem フェイルオーバ対応処理 

rem *************************************** 
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: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 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 

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 "Microsoft Exchange Internet News Service" 

net stop "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net stop "Microsoft Exchange Information Store" 

net stop "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net stop "Microsoft Exchange Directory" 

net stop "Microsoft Exchange System Attendant" 

 

armnsdel Add-ins 

armnsdel Address 

armnsdel connect$ 

armnsdel Resources 

armnsdel tracking.log 

armsleep 120 

 

GOTO EXIT 

 

:ON_OTHER2 

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

rem 高プライオリティ 以外での処理 

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 "Microsoft Exchange Internet News Service" 

net stop "Microsoft Exchange Internet Mail Service" 

net stop "Microsoft Exchange Information Store" 

net stop "Microsoft Exchange Message Transfer Agent" 

net stop "Microsoft Exchange Directory" 

net stop "Microsoft Exchange System Attendant" 

 

armnsdel Add-ins 

armnsdel Address 

armnsdel connect$ 

armnsdel Resources 
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armnsdel tracking.log 

armsleep 120 

 

GOTO EXIT 

 

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

rem 例外処理 

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

rem ARM 未動作 

:no_arm 

ARMBCAST /MSG " CLUSTERPRO が動作状態にありません" /A 

 

:EXIT 

exit 

 
 

1.1.9 注意事項 

(１)  フェイルオーバが発生するタイミングによって、クライアントへ回線エラー等が通知され、

メールの送受信が失敗することがあります。この様な場合、フェイルオーバの完了後に再度メー

ルの送受信を行うことによって、正常に送受信を完了することが出来ます。 

 
(２)  Exchange/EE 5.5をインストールすると、システムのシャットダウンに5分以上時間がかか

ります。 

UPSを接続する場合は、増設バッテリの接続を推奨します。 

① ESMPRO/PowerController，AutomaticRunningControllerを使用する場合、「電源切断猶予

時間」には必ず十分な時間を設定してください。 

（ 電 源 切 断 猶 予 時 間 の 詳 細 に つ い て は 、 ESMPRO/PowerController ， 

AutomaticRunnningControllerのヘルプ等を参照してください) 

② ESMPRO/UPSControllerにおける「UPS停止ディレー時間」にはシステムのシャットダウン

時間と、UPSのバッテリバックアップ時間を考慮し、必ず十分な時間を設定してください。 

（UPS停止ディレー時間の詳細については、ESMPRO/UPSControllerヘルプ等を参照してください） 
 

(３)  Exchange 管理ツールを起動するときは、必ずコマンドプロンプトから環境変数

（COMPUTERNAME，_CLUSTER_NETWORK_NAME_）を設定した後起動して下さい。 

下記バッチファイルを作成し、このバッチファイルから管理ツールを起動する事を推奨します。 
ExcAdmin.bat 

Rem /*************************************************/ 

Rem /* Exchange Server 管理ツール起動バッチファイル  */ 

Rem /*************************************************/ 

 

Rem /* 仮想コンピュータ名は、それぞれの環境に合わせ  */ 

Rem /* 書き換えて下さい。                            */ 

Set COMPUTERNAME=仮想コンピュータ名 

Set _CLUSTER_NETWORK_NAME_=仮想コンピュータ名 

 

Rem /* 管理ツール（admin.exe）へのパスは、それぞれの */ 

Rem /* 環境に合わせ書き換えて下さい。                */ 

x:\exchsrvr\bin\admin.exe 
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(４) クラスタ構成の Exchange/EE 5.5に対し、サイト間及びサーバ間接続を行う場合、必ず仮想

コンピュータ名を指定して下さい。 

 

(５) Exchange/EE 5.5オプティマイザを実行する場合、CPUが高負荷状態になりフェイルオーバー

が発生することがあります。オプティマイザは使用しないでください。 

 

(６) 待機系側サーバ(ExchangeServer が動作していない側のサーバ)上で ESMPRO/ ServerAgent

関連のサービスの起動時または WindowsNTのパフォーマンスモニタを起動するタイミングで WindowsNT

のイベントログに以下のログがエントリされることがあります。 

これは待機系側サーバに ExchangeServer をインストールした切替パーティションが接続されていない

ことに起因します。異常ではありません。 

 

(実際には 上記のダイアログの MSExchangeXX に Exchange の各サービス名が、DLL のファイルパスに

パフォーマンスデータを提供する DLLのパス名が表示されます.) 

 

(７) オンラインフェイルオーバ/バック（フェイルオーバグループの移動）を行うときは、必ず

切り替えパーティションがアクセスされていない状態で行って下さい。切替パーティションから起

動しているアプリケーション（Exchange 管理ツール等）や、切替パーティションを開いているエ

クスプローラ等が有る場合は、必ずそれらを終了した後オンラインフェイルオーバ/バックを実行

して下さい。（切替パーティションの切り離しに失敗し、サーバ シャットダウンが発生します） 

 

(８) Windows2000 ドメイン（ActiveDirectory）配下のクラスタ環境に Exchange/EE 5.5 を構築

する場合、全ての設定項目で仮想コンピュータ名は大文字小文字を統一して下さい。 

Exchange/EE 5.5 のインストール時にインターネットメールサービス（MSExchangeIMC）の起動に

失敗します。 

 

(９) Windows2000Server上のクラスタ環境に Exchange/EE 5.5を構築する場合、必ずDNSにて仮

想コンピュータ名が正しく解決されるよう、設定して下さい。 

また、コントロールパネルの「システム」→「ネットワーク ID」→「プロパティ」→「詳細」で

設定する「プライマリDNS サフィックス」には、必ずDNS で登録されている DNS サフィックスを

設定して下さい。 

上記設定を正しく行わず、DNS にて仮想コンピュータ名が解決できない場合、ExchangeServer の 

Service Pack 適用時に、インターネットメールサービス（MSExchangeIMC）の起動に失敗します。 
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1.2 Exchange 2000 Enterprise Server 
 

1.2.1 機能概要 

(1)  Exchange 2000 Enterprise Server（以下、Exchange2000/ES ）のデータファイル（トラ

ンザクションログ、各ストアのデータベースファイル）を切替パーティションへ置くこと

によって、フェイルオーバ発生時に待機系のマシンでサービス提供が可能となります。 

 

(2)  Exchange2000/ESの運用形態は、以下の形態をサポートします。 

２ノード：Active（現用系）/Passive（待機系） 

２ノード：Active/Active 

３ノード：Active/Active/Passive 

４ノード：Active/Active/Active/Passive 

４ノード：Active/Passive/Active/Passive 

以下に CLUSTERPRO 上での Active/Passive、Active/Active および、Active/Active/Passive

の動作を説明します。 

 

【Active／Passive構成】 

１台のサーバでサービスを提供し障害が発生すると、現用系で使用していたサーバ名，IP ア

ドレスが待機系に引き継がれ、切替パーティションの資源を使用して、待機系でExchangeサー

ビスが提供されます。 

 

図１はCLUSTERPRO環境下でサーバ１を現用系、サーバ２を待機系として動作させるときの構成

図です。 

クライアントは、仮想コンピュータ名を指定して接続します。 

 
クライアント 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図１ 通常運用状態 

サーバ２：待機系 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１：現用系 
仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

 

サーバ１に障害が発生すると、図２のように仮想コンピュータ名、仮想IPアドレスが遷移しま

す。 

フェイルオーバが完了すると、サーバ２でExchangeサービスが立ち上がり、仮想コンピュータ
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名、フローティングIPアドレス、切替パーティションの資源がサーバ２に移行する為、クライア

ントはサーバが切り替わったことを意識せずに、同一のサーバ名で接続することが可能です。 

 

サーバ１：

クライアント 
サーバ :VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図２ フェイルオーバ発生状態 

FIP: 
XX.XX.XX.1 

サーバ２：新現用系 
仮想コンピュータ名：

VSRV1 旧現用系 
仮想コンピュータ名，

FIP の移行 

 
 

サーバシャットダウンを伴わずにサーバ１からサーバ２へフェイルオーバグループを移動する

時は、図３のようにCLUSTERPROマネージャで「グループの移動」（オンラインフェイルオーバ）

を行います。 

これによって、サーバをダウンさせることなく仮想コンピュータ名、フローティングIPアドレス

を遷移することが可能です。 

 

サーバ１： 

クライアント 
サーバ VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図３ オンラインフェイルオーバ発生状態 

FIP の移行 
FIP: 
XX.XX.XX.1 

サーバ２：新現用系 
仮想コンピュータ名： 

VSRV1 
旧現用系 

CLUSTERPRO

マネージャ

サーバ1からサーバ2へ

フェールオーバグルー

プの移動を指示 

仮想コンピュータ名， 

 

【Active／Active構成】 

２台のサーバでサービスを提供し、障害が発生すると発生元のサーバで使用していたサーバ名，

IP アドレスがもう一方のサーバに引き継がれ、切替パーティションの資源を使用して、フェ

イルオーバ先のサーバ上で２つのExchangeサービスが提供されます。 
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図４はCLUSTERPRO環境下でサーバ１とサーバ２で、Exchangeのサービスを動作させるときの構

成図です。 

クライアントは、仮想コンピュータ名を指定して接続します。 

 
クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図４ 通常運用状態 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１ 

仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２ 

仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

 

 

サーバ１に障害が発生すると、図５のように仮想コンピュータ名、フローティングIPアドレス

が遷移します。 

フェイルオーバが完了すると、サーバ２でExchangeサービスが立ち上がり、仮想コンピュータ

名、フローティングIPアドレス、切替パーティションの資源がサーバ２に移行する為、クライア

ントはサーバが切り替わったことを意識せずに、同一のサーバ名で接続することが可能です。 
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仮想コンピュータ名，

FIP の移行 
FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１： 

仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２： 

仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

図５ フェイルオーバ発生状態 

 
 

この時、フェイルオーバ先のサーバ２では、これまでサーバ２で掛かっていた負荷に加え、

サーバ１の負荷も掛かる（つまり、２台分のサーバ負荷が掛かる）事となります。 

この為、２ノード：Active／Active構成を取る場合、フェイルオーバ時の遷移先サーバの負

荷を考慮したシステム設計が必須となります。 
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【Active／Active／Passive構成】 

２台のサーバが現用系としてサービスを提供し障害が発生すると、現用系で使用していたサー

バ名，IP アドレスが待機系に引き継がれ、切替パーティションの資源を使用して、待機系で

Exchangeサービスが提供されます。 

 

  ※ ４ノード：Active／Active／Active／Passive構成の場合も、本構成の動作に準拠します。 

  ※ ４ノード：Active／Passive／Active／Passive構成の場合も、本構成の動作に準拠しま

す。 

 

図６はCLUSTERPRO環境下でサーバ１とサーバ２を現用系、サーバ３を待機系としてExchange

のサービスを動作させるときの構成図です。 

クライアントは、仮想コンピュータ名を指定して接続します。 

 

 
クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１：現用系 

仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２：現用系 
仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

サーバ３： 

待機系 

図６ 通常運用状態 

 

 

サーバ１に障害が発生すると、図７のように仮想コンピュータ名、フローティングIPアドレス

が遷移します。 

フェイルオーバが完了すると、サーバ３でExchangeサービスが立ち上がり、仮想コンピュータ名、

フローティングIPアドレス、切替パーティションの資源がサーバ３に移行する為、クライアント

はサーバが切り替わったことを意識せずに、同一のサーバ名で接続することが可能です。 
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クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図７ フェイルオーバ発生状態 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１： 

旧現用系 仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２：現用系 
仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

サーバ３：新現用系 

仮想コンピュータ名，

FIP の移行 

 

ただし、上記の状態からサーバ２に障害が発生してもフェイルオーバすることはできません。(以

下の注意参照) 

 

(注意) ３ノード以上のクラスタ構成の場合、１つのノード上で複数のExchange2000/ESフェイル

オーバ グループを起動する事はできません。 

図７の状態で更に障害が発生した場合、フェイルオーバが行えず、障害が発生したノード

上のExchange2000/ESのサービスが提供できなくなってしまいますので、十分に注意して

ください。 
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1.2.2 機能範囲 

Exchange2000/ESは、クラスタ環境において、以下の機能をサポートします。 

・ Exchangeメール 

・ パブリックフォルダ 

・ ルーティンググループ間コネクト 

・ 同一ルーティンググループ内サーバ間コネクト 

・ インターネット メール サービス（POP3，SMTP,IMAP4） 

・ LDAP 

・ メッセージ転送エージェント (MTA) 

 

※ メッセージ転送エージェントは、クラスタ環境上では１つのインスタンスのみ動作で

きます。フェイルオーバグループが複数ある場合、この内の１フェイルオーバグルー

プ上で動作します。 

→ 通常は、 初にExchange2000/ESがインストールされたフェイルオーバグループ

となります。 

 

           Exchange2000/ESは、クラスタ環境において、以下の機能はサポートされません。 

・ ActiveDirectory コネクタ 

・ カレンダー コネクタ 

・ チャット サービス 

・ カンファレンシング サービス 

・ Exchange イベント サービス 

・ 外部メールシステムへのコネクタ（NOTES、x.400等） 

・ インスタント メッセージング 

・ キー管理サービス 

・ NNTP 

・ サイト複製サービス 

 

1.2.3 動作環境 

Exchange2000/ESは、以下の環境で動作します。 

・CLUSTERPRO Exchange2000 Support Kit R1.0の場合 

Windows2000 Advanced Server Service Pack 3以降 

CLUSTERPRO Ver6.0のリビジョン6.0p(CPRO-NT060-09)以降  

・CLUSTERPRO Exchange Server Support Kit R2.0の場合 

Windows2000 Advanced Server Service Pack 4以降 

CLUSTERPRO Ver7.0のリビジョン7.05(CPRO-NT070-05)以降  

Exchange2000/ESは、ActiveDirectory環境下でのみ動作します。 

ActiveDirectory環境を準備する必要があります。 

 

1.2.4 インストール手順 

1.2.4.1 Exchange 構築手順 

全サーバ上のローカルパーティションに対しインストールします。インストール方法は、通常

の方法とは一部異なりますので、下記インストール手順にそって行って下さい。 
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(1)Exchange Support Kit のセットアップ 

全サーバ上で、CLUSTERPRO Exchange2000 Support Kit R1.0あるいはCLUSTERPRO Exchange Server 

Support Kit R2.0 のセットアップを行います。 

セットアップ手順は【クラスタ生成ガイド】を参照してください。 

 

(注意) 

‐Exchange Support Kitがインストールされている状態では、Microsoft Cluster Service (MSCS) 

は使用できません。Windowsの[管理ツール] – [サービス] から、同サービスが存在しないか、

又は起動しない設定になっていることを確認してください。 

 

(2)フェイルオーバグループの作成 

  Exchange2000/ES用に以下のフェイルオーバグループを作成します。 

■資源 

・ 仮想コンピュータ名 (ExchangeServerのサーバ名の命名規則に従ったもの) 

・ フローティングIP(リモートLANのOutlookクライアント,他のExchangeServerと接続する

場合に必要) 

・ 切替パーティション (Exchangeのユーザデータの格納に十分な容量をもったもの) 

 

(注意) 

‐Exchange2000/ES用のフェイルオーバグループには、仮想コンピュータ名とフローティン

グIPが一つずつ必要です。Exchange2000/ES用のフェイルオーバグループに、仮想コン

ピュータ名およびフローティングIPをそれぞれ二つ以上設定してはいけません。 

‐Exchange2000/ES用のフェイルオーバグループには、仮想IPは使用できません。フロー

ティングIPを使用してください。 

‐Exchange2000/ES 用のフェイルオーバグループは、 大３つまで作成する事が出来ます。

（４ノード構成時） 

‐Exchange2000/ESのインストールが完了した後で、仮想コンピュータ名とフローティング

IPを変更する事は出来ません。 

‐CLUSTERPROが6.0r以下の場合、NTBackup/NetBackup等でリストア行うには、ミ

ラーディスクあるいは共有ディスクのドライブをエクスプローラから

"<Drive>$"で共有する必要があります。 

 

(3) 全サーバ上で、Exchange2000/ESのインストールを行います。 

通常のインストール手順と同じです。 

Exchange2000/ESのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動します。 

途中、クラスタ構成に対応したExchangeServerをインストールする旨のメッセージが表示されま

すので、そのまま続行します。 

 

(注意) ‐Exchange2000/ESのインストールは、一台ずつ行ってください。 

    ‐Exchange2000/ESのインストールは、CLUSTERPROが動作中に行う必要があります。 

        ‐事前にDistributed Transaction Coordinator サービスが起動している必要がありま

す。Windows の[管理ツール] – [サービス] から、同サービスが開始状態で、スター

トアップの種類が自動になっていることを確認してください。 

 

(4) クラスタシャットダウンで再起動を行います。 

 

(5) 全サーバ上で、Exchange2000/ESにSP3を適用します。 

通常の適用手順と同じです。 
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Exchange 2000 ServerのSP3のCDから、update.exe を起動します。 

途中、クラスタ構成に対応したExchangeServerをインストールする旨のメッセージが表示されま

すので、そのまま続行します。 

SP3の適用終了時に再起動を促すメッセージが表示されます。これは「いいえ」を選択してここで

は再起動しないようにします。 

 

(注意) Exchange2000/ESへのSP3の適用は、一台ずつ行ってください。 

 

(6) クラスタシャットダウンで再起動を行います。 

 

(7) Exchange2000/ESリソースの登録を行います。 

フェイルオーバグループが起動されているサーバ上で、コマンドプロンプトから以下のコマンドを

実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、次ページ以降の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchange2000/ESリソースの登録は、Administrator権限を持つアカウントで行ってくだ

さい。 

 

 コマンド：１つ目のフェイルオーバグループ用 

  armexset.exe 

：２つ目のフェイルオーバグループ用 

  armexst2.exe 

：３つ目のフェイルオーバグループ用 

  armexst3.exe 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

ドメイン名          ：JDP.jp 

ドメインコントローラ サーバ名：dc_server 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

切り替えディスク       ：Wドライブ 

 

Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] 

(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp. 

 

C:\>armexset 

 

Exchange リソースのグループへの追加/削除を行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 9 : 終了 

Input: 1                   ← リソースの追加を行うので、１を入力します。 

 

リソースを追加するグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange2000/ES のリソースを登録するグループ名。 
インストール手順の（２）で作成したフェイルオーバグループ名を指定
します 
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Exchange リソースが使用する切替ディスク上のディレクトリの絶対パス名を入力してくだ 

さい 

省略の場合 : "W:\EXCHSRVR"← フェイルオーバグループに登録されているドライブ名と規定値のディレ
Input:                       クトリ名を組み合わせた絶対パス名が表示されます。 

通常は、省略値のままとします。 
複数の切り替えディスクが登録されている場合や、インストール先の
ディレクトリ名が指定されている場合等、任意の絶対パス名を指定しま
す。 

 
               (注意) インストール先のパス名には、２階層以上指定する事は出来ま

せん。 

 

DC のコンピュータ名を入力してください 

省略の場合 : "dc_server"  ← 「ActiveDirectory サイトとサービス」を起動 → ツリービューの Sites
Input:                       → Default-First-Site-Name → Servers の下にあるアイテムの「名前」

欄の文字列が表示されていることを確認した上で省略してください。 
通常は、省略値とします。 

 

DomainDN を入力してください 

省略の場合 : "/dc=jp/dc=jdp" ← 「ActiveDirectory サイトとサービス」を起動 → ツリービューの 

Input:                          Site→ Default-First-Site-Name → Servers の下にあるアイテムの
「ドメイン」欄の文字列を参照し、入力します。ここでは、省略値を
使用しないでください。例えば、ドメインが 3 階層（“aaa.bbb.ccc”）
の場合、「/dc=ccc/dc=bbb/dc=aaa」（「」は除く）と入力してくださ
い。 

 

組織名を入力してください 

省略の場合 : " 初の組織"   

Input:                    ← 「ActiveDirectory サイトとサービス」を起動 → ツリービューの
Service → Microsoft Exchange の下にある種類が「Exchange 組織」
のアイテムの「名前」欄の文字列が表示されていることを確認した上
で省略してください。 
Exchange2000/ES をデフォルト値でインストールした場合、省略値と
します。 

 

AdminGroup 名を入力してください 

省略の場合 : " 初の管理グループ" 

Input:                    ← 「ActiveDirectory サイトとサービス」を起動 → ツリービューの
Service → Microsoft Exchange <「組織名」で入力したアイテム>
→ Administrative Groups の下にある種類が、「管理グループ」のア
イテムの「名前」欄の文字列が表示されていることを確認した上で省
略してください。 
Exchange2000/ES をデフォルト値でインストールした場合、省略値と
します。 

 

RoutingGroup 名を入力してください 

省略の場合 : " 初のルーティング グループ" 

Input:                    ← 任意の文字列を入力します。 
指定された文字列を名前とする Routing Group が、<「AdminGroup」で入
力したアイテム> の下に作成されます。 
特に指定がない場合、省略値とします。 

 

AdminGroupContainingRoutingGroup 名を入力してください 

省略の場合 : " 初の管理グループ" 

Input:                    ← AdminGroup 名と同じ文字列が表示されていることを確認した上で省略
してください。 
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Exchange2000/ES をデフォルト値でインストールした場合、省略値とし
ます。 

 

LogonAccount を入力してください 

省略の場合 : "JDP\Administrator" 

Input:                    ← 省略値には「ActiveDirectory ユーザとコンピュータ」を起動 → ツリー
ビューの<ドメイン名> → Users の下にあるコンピュータ/ドメインの
管理用のアカウントを選択し、右クリックメニューの「プロパティ」に
ある「アカウント」タブの「ユーザログオン名(Windows2000 以前)」の
設定がフルで（左右２カ所に分かれている入力コントロールの文字列が
を結合させて）表示されていることを確認した上で省略してください。
通常は、省略値とします。 
Exchange2000/ESのインストールに専用のアカウントを使用している場
合、このアカウント名を入力します。 

 

ProtocolDomain を入力してください 

省略の場合 : "JDP.jp"   ← 「ActiveDirectory サイトとサービス」を起動 → ツリービューの Sites
Input:                        → Default-First-Site-Name → Servers の下にあるアイテムの「ドメ

イン」欄の文字列が表示されていることを確認した上で省略してくださ
い。 
通常は、省略値とします。 

 

グループへ Exchange リソースの追加を開始します 

Enter キーを押してください 

 

 

Exchange リソースをクラスタデータベースに追加しています... 

 

Exchange リソースをクラスタデータベースに追加しました 

 

グループを起動しています... 

 

グループを起動しました 

 

共有ディスクにディレクトリとファイルを作成しています... 

 

共有ディスクにディレクトリとファイルを作成しました 

 

Exchange リソースの初期設定を行っています... 

 

Exchange リソースの初期設定を行いました 

 

グループを停止しています... 

 

グループを停止しました 

 

Exchange リソースをグループに追加しています... 

 

Exchange リソースをグループに追加しました 

 

Exchange リソースの追加処理は、すべて正常に終了しました 

 

C:\> 
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以上で Exchange2000/ES がフェイルオーバグループに登録されました。 
 
※フェイルオーバグループが複数ある場合、各フェイルオーバグループが起動されてい

るサーバ上で、対応するコマンドを実行して下さい。 
 

なお、コマンドが異常終了した場合のエラーメッセージに関しては、【運用/保守編】を

参照して下さい。 



43 

1.2.5 アンインストール手順 

クラスタ構成として正常にインストールされている状態からアンインストールを行う時は、

Exchange2000/ESがインストールされている全てのサーバで、下記アンインストール手順にそって

行って下さい。 

 

(注意) Exchange2000/ESのアンインストールは、一台ずつ行ってください。 

 

(1) [ActiveDirectory ユーザとコンピュータ]で、全てのアカウントからメールボックスが削

除されていることを確認します。 

削除されていない場合、各アカウントの右クリックメニューから[Exchangeタスク]を選択

し、メールボックスの削除を行います。 

 

(2)フェイルオーバグループが起動されている全サーバ上で、コマンドプロンプトから以下の
コマンドを実行し、フェイルオーバグループからExchange2000/ESのリソースを削除しま
す。 
起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 
パラメータは、起動後のメニュー選択で「2 : フェイルオーバグループからExchangeリソー
スを削除する」を指定します。 

 

コマンド ：１つ目のフェイルオーバグループ用 

armexset.exe 

：２つ目のフェイルオーバグループ用 

armexst2.exe 

：３つ目のフェイルオーバグループ用 

armexst3.exe 

 

(3)Exchange 2000 Server の CD-ROM をドライブに挿入します。 

 

(4)起動画面から、[Exchange Server のセットアップ] を起動します。 

 

(5) [コンポーネントの選択] 画面で、削除するコンポーネントの横の [アクション] 列をク
リックし、[削除] をクリックします。 

 
(6) ウィザードの指示に従い、削除処理を完了します。 

 

(7) Exchange Support Kit のアンインストールを行います。 
アンインストール手順は【クラスタ生成ガイド】を参照してください。 
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1.2.6 移行手順 

1.2.6.1 Exchange5.5/EE から Exchange2000/ES への移行手順 

ここでは、Exchange5.5/EEからExchange2000/ESへの移行手順の一例を、ご紹介致します。 

なお、本手順では以下の環境を前提としております。 

 

・Exchange5.5/EE側 

ドメイン：構築済み 

ドメイン形式：NT4.0ドメイン 

ドメイン名：JDP40 

クラスタ構成：構築済み 

OS：Windows NT 4.0 Server 

仮想コンピュータ名：CLUSTER-1 

Exchange5.5/EEインストールアカウント：JDP40\Administrator 

Exchange5.5/EE：インストール済み 

Exchange5.5/EEサービスパック：SP3 以上適用済み 

 

・Exchange2000/ES側 

ドメイン：構築済み 

ドメイン形式：Windows 2000 ActiveDirectoryドメイン 

ドメイン名：JDP 

クラスタ構成：構築済み 

OS：Windows 2000 Advanced Server 

仮想コンピュータ名：CLUSTER-2 

Exchange2000/ESインストールアカウント：JDP\Administrator 

Exchange2000/ES：未インストール 

Exchange2000/ESサービスパック：未適用 

 

 (注意) Exchange5.5の組織に対して、 初にクラスタ構成のExchange2000をインストー 

ルすることはできません。 

    これは、初めてExchange2000をExchange5.5の組織にインストールすると作成 

されるSRS(Site Replication Service)が、クラスタ環境に対応していないた 

めです。SRSは、Exchange5.5とExchange2000の共存させるために必要なサービ 

スです。 

    そのため、クラスタ環境とは別のサーバマシンを用意する必要があります。 

そのマシンに 初のExchange2000をインストールして、SRSサーバとします。 

 

(1) インストール手順 

  (a) NT4.0ドメインとADドメイン間で、信頼関係を結びます。 

 

 (b) ActiveDirectory移行ツール（ADMT）等により、Exchange5.5 のメールボックスを

持つユーザをSIDと共に、ADドメインの移行先コンテナへ移行します。 

 

   下記にADMTの情報がありますので、ご参照ください。 

    

   Active Directory 移行ツール 

http://www.microsoft.com/japan/windows2000/downloads/deployment/admt/ 
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  (c) ADドメインにて、ActiveDirectoryコネクタ（ADC）のインストールを行います。 

  

       (注意) ADC は、クラスタ構成上では動作できません。 

インストールは、必ずクラスタ構成以外のサーバ上で行って下さい。 

          ADC の詳細は、ADCのオンラインヘルプを参照して下さい。 

 

  (d) ADC マネージャにて、メールボックスとパブリックフォルダの接続許可書の設定

を行います。 

 

  (e) Exchange5.5 の管理ツールにて、「組織」,「サイト」,「設定」のアクセス権に、

Exchange2000のインストールを行うアカウント（本例では、JDP\Administrator）

を登録します。 

       → アカウントには、以下の権限を設定します。 

           組織  ：管理者（アクセス権変更可） 

           サイト：サービスアカウント管理者 

           設定  ：サービスアカウント管理者 

            → 上記設定を行う事で、Exchange2000のインストール時に、Exchange5.5

側の組織情報にアクセスする事が可能となります。 

 

 (f) クラスタ環境ではないマシンに、Exchange2000のインストールを行います。 

    → 本インストールでは、既存のExchange5.5の組織に参加するオプションを選択

します。 

          これにより、Exchange2000側にExchange5.5の組織情報が反映され、SRSも作 

成されます。 

           → 組織名、サイト名、E-Mailアドレス等の各情報。 

  

  (g) クラスタ環境へExchange2000のインストールを行います。 

 

  (h) Exchange2000 SP3の適用を行います。 

 

  (i) Armexset ユーティリティにて、Exchange2000のサービス情報の設定を行います。 

       ・ 組織名には省略値ではなく、インストール時に反映されたExchange5.5の組織

名を設定します。 

           → Exchangeの管理ツールより、これを参照してください。 

       ・ AdminGroup名には省略値ではなく、インストール時に反映された Exchange5.5

のサイト名を設定します。 

           → Exchangeの管理ツールより、これを参照してください。 

       ・ AdminGroupContainingRoutingGroup名には省略値ではなく、インストール時

に反映された Exchange5.5のサイト名を設定します。 

           → Exchange 2000の管理ツールより、これを参照してください。 

              AdminGroup名と同じ情報です。 

 

(2) 移行手順 

(a) 「Active Directory ユーザとコンピュータ」 スナップインを起動して、メール

ボックスを持つユーザ名 をクリックします (または Shift キーやCtrl キーを押

しながら複数の受信者をクリックして選択します)。 

 



46 

  (b) オブジェクトを右クリックし、[Exchange タスク]、[メールボックスの移動] 

の順にクリックし、[次へ] をクリックします。 

 

(c) [実行可能なタスク] 画面で [メールボックスの移動] を選択し、[次へ] をクリッ

クします。 

 

(d) [メールボックスの移動] 画面でメールボックスの移動先となるクラスタ環境にイ

ンストールしたExchange 2000 サーバーを選択し、[次へ] をクリックします。 

 

(e) [処理中のタスク] 画面で、メールボックスが移動されているところを確認できま

す。処理が完了したら [次へ] をクリックします。 

 

(f) [Exchange タスク ウィザードの完了] 画面により、どのメールボックスが移動し

たか、またメールボックスの移動タスクが正常に完了したかどうかを確認できます。 

 

（注意） 移行完了後も、組織内にあるExchange5.5サーバが全て削除されるまで、SRSサーバが必

要となります。組織内のExchange5.5サーバが全て削除された後、SRSサーバにある

Exchange2000のアンインストールを行ってください。 

 

 

(3) 参考資料 

下記 Microsoftの技術情報に、NT40ドメイン＋Exchange5.5からADドメイン＋

Exchange2000への移行手順を示した情報が御座いますので、ご参考願います。 

 

・[HOW TO] Exchange Server 5.5 から Exchange 2000 Server に移行する方法 

    http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;ja;JP316886 

 

 

（注意） 本移行手順例では、パブリックフォルダの移行を行う事が出来ません。 

パブリックフォルダの移行を行う必要がある場合、上記 Microsoft技術情報の手順を参

考にされるか、サードパーティから提供されている移行ツールを使用して下さい。 
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1.2.7 注意事項 

(1) Microsoft Cluster Serviceがインストールされているかを検知するアプリケーション(SQL Server

など)、COM+を使うアプリケーション、およびコンポーネントサービスでの設定が必要なアプリケー

ションとの同居はできません。 

 

(2) フェイルオーバが発生するタイミングによって、クライアントへ回線エラー等が通知され、メール

の送受信が失敗することがあります。この様な場合、フェイルオーバの完了後に再度メールの送受

信を行うことによって、正常に送受信を完了することが出来ます。 

 

(3) ２ノード：Active/Active の構成とする場合、１ノードあたりのサーバ負荷（＊）が３５～４０％

以下になる様、システム構成を設計する必要があります。 

１ノードあたりのサーバ負荷が３５～４０％を超える状態でフェイルオーバが発生した場合、フェ

イルオーバ先のサーバ負荷が高くなり、システムが不安定になることがあります。 

   

  ＊ サーバ負荷とは、CPU，メモリ，ディスク，ネットワーク等を含めたサーバ全体に関わる

負荷を指します。 

これらの負荷をトータル的に考慮したシステム構成を設計して下さい。 

 

(4) ３ノード以上の構成では、１ノード上で複数のフェイルオーバグループをアクティブにする事は出

来ません。アクティブに出来るフェイルオーバグループは、１つのみです。 

３ノード以上の構成を取る場合、各フェイルオーバグループは必ず「排他」に設定して下さい。 

 

(5)  Exchange2000/ES をインストールすると、システムのシャットダウンに5 分以上時間がかかる場

合があります。 

UPSを接続する場合は、増設バッテリの接続を推奨します。 

① ESMPRO/PowerController，AutomaticRunningControllerを使用する場合、「電源切断猶予時

間」には必ず十分な時間を設定してください。（電源切断猶予時間の詳細については、

ESMPRO/PowerController， AutomaticRunnningControllerのヘルプ等を参照してください) 

② ESMPRO/UPSControllerにおける「UPS停止ディレー時間」にはシステムのシャットダウン時

間と、UPSのバッテリバックアップ時間を考慮し、必ず十分な時間を設定してください。（UPS

停止ディレー時間の詳細については、ESMPRO/UPSControllerヘルプ等を参照してください） 
 

(6) クラスタ構成の Exchange2000/ESに対し、ルーティンググループ間及びサーバ間接続を行う場合、

必ず仮想コンピュータ名を指定して下さい。 

 

(7) 待機系側サーバ(ExchangeServer が動作していない側のサーバ)上でESMPRO/ ServerAgent 関連の

サービスの起動時または Windows2000 のパフォーマンスモニタを起動するタイミングで

Windows2000のイベントログに以下のログがエントリされることがあります。 

これは待機系側サーバにExchangeServerをインストールした切替パーティションが接続されてい

ないことに起因します。異常ではありません。 
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(実際には 上記のダイアログの MSExchangeXX に Exchange の各サービス名が、DLL のファイルパスに

パフォーマンスデータを提供する DLLのパス名が表示されます.) 

 

(8) オンラインフェイルオーバ/バック（フェイルオーバグループの移動）を行うときは、必ず切り替

えパーティションがアクセスされていない状態で行って下さい。切替パーティションから起動して

いるアプリケーション（Exchange システムマネージャ等）や、切替パーティションを開いている

エクスプローラ等が有る場合は、必ずそれらを終了した後オンラインフェイルオーバ/バックを実

行して下さい。（切替パーティションの切り離しに失敗し、サーバ シャットダウンが発生します） 

 

(9) 一つのグループに、同一のリソースタイプのExchangeリソースを複数登録することはできません。 
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1.3 Exchange Server 2003 Enterprise Edition 
 

1.3.1 機能概要 

(1) Exchange Server 2003 Enterprise Edition（以下、Exchange2003/EE ）のデータファイル

（トランザクションログ、各ストアのデータベースファイル）を切替パーティションへ置

くことによって、フェイルオーバ発生時に待機系のマシンでサービス提供が可能となりま

す。 

 

(2) Exchange2003/EEの運用形態は、以下の形態をサポートします。 

２ノード：Active（現用系）/Passive（待機系） 

２ノード：Active/Active 

３～８ノード： 低1つのPassiveが必要 

 

以下に CLUSTERPRO 上での Active/Passive、Active/Active および、Active/Active/Passive

の動作を説明します。 

 

【Active／Passive構成】 

１台のサーバでサービスを提供し障害が発生すると、現用系で使用していたサーバ名，IP ア

ドレスが待機系に引き継がれ、切替パーティションの資源を使用して、待機系でExchangeサー

ビスが提供されます。 

 

図１はCLUSTERPRO環境下でサーバ１を現用系、サーバ２を待機系として動作させるときの構成

図です。 

クライアントは、仮想コンピュータ名を指定して接続します。 

 
クライアント 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図１ 通常運用状態 

サーバ２：待機系 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１：現用系 
仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

 

サーバ１に障害が発生すると、図２のように仮想コンピュータ名、仮想IPアドレスが遷移しま

す。 

フェイルオーバが完了すると、サーバ２でExchangeサービスが立ち上がり、仮想コンピュータ
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名、フローティングIPアドレス、切替パーティションの資源がサーバ２に移行する為、クライア

ントはサーバが切り替わったことを意識せずに、同一のサーバ名で接続することが可能です。 

 

サーバ１：

クライアント 
サーバ :VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図２ フェイルオーバ発生状態 

FIP: 
XX.XX.XX.1 

サーバ２：新現用系 
仮想コンピュータ名：

VSRV1 旧現用系 
仮想コンピュータ名，

FIP の移行 

 
 

サーバシャットダウンを伴わずにサーバ１からサーバ２へフェイルオーバグループを移動する

時は、図３のようにCLUSTERPROマネージャで「グループの移動」（オンラインフェイルオーバ）

を行います。 

これによって、サーバをダウンさせることなく仮想コンピュータ名、フローティングIPアドレス

を遷移することが可能です。 

 

サーバ１： 

クライアント 
サーバ VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図３ オンラインフェイルオーバ発生状態 

FIP の移行 
FIP: 
XX.XX.XX.1 

サーバ２：新現用系 
仮想コンピュータ名： 

VSRV1 
旧現用系 

CLUSTERPRO

マネージャ

サーバ1からサーバ2へ

フェールオーバグルー

プの移動を指示 

仮想コンピュータ名， 

 

【Active／Active構成】 

２台のサーバでサービスを提供し、障害が発生すると発生元のサーバで使用していたサーバ名，

IP アドレスがもう一方のサーバに引き継がれ、切替パーティションの資源を使用して、フェ

イルオーバ先のサーバ上で２つのExchangeサービスが提供されます。 
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図４はCLUSTERPRO環境下でサーバ１とサーバ２で、Exchangeのサービスを動作させるときの構

成図です。 

クライアントは、仮想コンピュータ名を指定して接続します。 

 
クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図４ 通常運用状態 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１ 

仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２ 

仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

 

 

サーバ１に障害が発生すると、図５のように仮想コンピュータ名、フローティングIPアドレス

が遷移します。 

フェイルオーバが完了すると、サーバ２でExchangeサービスが立ち上がり、仮想コンピュータ

名、フローティングIPアドレス、切替パーティションの資源がサーバ２に移行する為、クライア

ントはサーバが切り替わったことを意識せずに、同一のサーバ名で接続することが可能です。 
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仮想コンピュータ名，

FIP の移行 
FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１： 

仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２： 

仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

図５ フェイルオーバ発生状態 

 
 

この時、フェイルオーバ先のサーバ２では、これまでサーバ２で掛かっていた負荷に加え、

サーバ１の負荷も掛かる（つまり、２台分のサーバ負荷が掛かる）事となります。 

この為、２ノード：Active／Active構成を取る場合、フェイルオーバ時の遷移先サーバの負

荷を考慮したシステム設計が必須となります。 
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【Active／Active／Passive構成】 

２台のサーバが現用系としてサービスを提供し障害が発生すると、現用系で使用していたサー

バ名，IP アドレスが待機系に引き継がれ、切替パーティションの資源を使用して、待機系で

Exchangeサービスが提供されます。 

 

  ※ 3ノード以上の構成の場合、本構成の動作に準拠します。 

 

 

図６はCLUSTERPRO環境下でサーバ１とサーバ２を現用系、サーバ３を待機系としてExchange

のサービスを動作させるときの構成図です。 

クライアントは、仮想コンピュータ名を指定して接続します。 

 

 
クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１：現用系 

仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２：現用系 
仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

サーバ３： 

待機系 

図６ 通常運用状態 

 

 

サーバ１に障害が発生すると、図７のように仮想コンピュータ名、フローティングIPアドレス

が遷移します。 

フェイルオーバが完了すると、サーバ３でExchangeサービスが立ち上がり、仮想コンピュータ名、

フローティングIPアドレス、切替パーティションの資源がサーバ３に移行する為、クライアント

はサーバが切り替わったことを意識せずに、同一のサーバ名で接続することが可能です。 
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クライアント１ 

サーバ：VSRV1 に接続 

切替パーティション 

図７ フェイルオーバ発生状態 

FIP：XX.XX.XX.1 

サーバ１： 

旧現用系 仮想コンピュータ名： 

VSRV１ 

サーバ２：現用系 
仮想コンピュータ名：

VSRV2 

FIP：XX.XX.XX.2 

クライアント２

サーバ：VSRV2 に接続 

サーバ３：新現用系 

仮想コンピュータ名，

FIP の移行 

 

ただし、上記の状態からサーバ２に障害が発生してもフェイルオーバすることはできません。(以

下の注意参照) 

 

(注意) ３ノード以上のクラスタ構成の場合、１つのノード上で複数のExchange2003/EEフェイル

オーバ グループを起動する事はできません。 

図７の状態で更に障害が発生した場合、フェイルオーバが行えず、障害が発生したノード

上のExchange2003/EEのサービスが提供できなくなってしまいますので、十分に注意して

ください。 
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1.3.2 機能範囲 

Exchange2003/EEは、クラスタ環境において、以下の機能をサポートします。 

・ Exchangeメール 

・ パブリックフォルダ 

・ ルーティンググループ間コネクト 

・ 同一ルーティンググループ内サーバ間コネクト 

・ インターネット メール サービス（POP3，SMTP,IMAP4） 

・ LDAP 

・ メッセージ転送エージェント (MTA) 

 

※ メッセージ転送エージェントは、クラスタ環境上では１つのインスタンスのみ動作で

きます。フェイルオーバグループが複数ある場合、この内の１フェイルオーバグルー

プ上で動作します。 

→ 通常は、 初にExchange2003/EEがインストールされたフェイルオーバグループ

となります。 

 

           Exchange2003/EEは、クラスタ環境において、以下の機能はサポートされません。 

・ ActiveDirectory コネクタ 

・ カレンダー コネクタ 

・ Exchange イベント サービス 

・ 外部メールシステムへのコネクタ（NOTES、x.400等） 

・ NNTP 

・ サイト複製サービス 

 

1.3.3 動作環境 

Exchange2003/EEは、以下の環境で動作します。 

・Windows Server 2003 Enterprise Edition 

・Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 以降 

Exchange2003/EEは、ActiveDirectory環境下でのみ動作します。 

CLUSTERPROには Ver7.05(CPRO-NT070-05)以降の適用が必要です。 

・Exchange2003/EEにService Pack 1を適用する場合、Ver7.06(CPRO-NT070-06)以降の適用が

必要です。 

・Exchange2003/EEにService Pack 2以降を適用する場合、下記URLの弊社Webサイトに掲載の

新情報を確認してください。 

http://www.ace.comp.nec.co.jp/CLUSTERPRO/clusterpro/clusterpro_ex2k3.htm(2005/11

現在のURL) 

（Ver7.06以前のみ）Windows 2003 環境の場合、CLUSTERPROサーバはシステムドライブ上

にインストールされている必要があります。 

2ノードのActive/Active構成にて、サーバがシングルプロセサの構成をご検討されて

いる場合には、事前に本マニュアルの入手元まで、構築が可能か否かについてご確

認ください。 
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1.3.4 インストール手順 

1.3.4.1 Exchange 構築手順 

全サーバ上のローカルパーティションに対しインストールします。インストール方法は、通常

の方法とは一部異なりますので、下記インストール手順にそって行って下さい。 

 

(1)Exchange Support Kit のセットアップ 

全サーバ上で、CLUSTERPRO Exchange Server Support Kit R2.0 のセットアップを行います。 

セットアップ手順は【クラスタ生成ガイド】を参照してください。 

 

(注意) 

‐CLUSTERPRO Exchange2000 Support Kit R1.0でExchange2003/EEを使用することはできません。 

‐Exchange Support Kitがインストールされている状態では、Microsoft Cluster Service (MSCS) 

は使用できません。Windowsの[管理ツール] – [サービス] から、同サービスが存在しないか、

又は起動しない設定になっていることを確認してください。 

 

(2)ネットワークの設定 

・ネットワークアダプタの Bind の順序設定 

ネットワークアダプタの参照順が以下になるよう、Bind の順序を設定します。 

1.パブリック LAN 

2.インターコネクト LAN 

 

・インターコネクトのDNS登録、NETBIOS無効化の設定 

インターコネクトLANのネットワークプロパティで、DNSの参照先および、NETBIOSの設定を削

除します。 

 

※上記の具体的な設定方法、及び他に考慮が必要な設定について、「Exchange Server 2003 デプ

ロイメント ガイド」の「クラスタの要件」を参照して設定を確認してください。 

 

Exchange Server 2003 デプロイメント ガイド オンラインブック 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=77B6D819-C7B3

-42D1-8FBB-FE6339FFA1ED（2004/04/08現在のURLです） 

 

(3)フェイルオーバグループの作成 

  Exchange2003/EE用に以下のフェイルオーバグループを作成します。 

■資源 

・ 仮想コンピュータ名 (ExchangeServerのサーバ名の命名規則に従ったもの) 

・ フローティングIP(リモートLANのOutlookクライアント,他のExchangeServerと接続する

場合に必要) 

・ 切替パーティション (Exchangeのユーザデータの格納に十分な容量をもったもの) 

 

(注意) 

‐Exchange2003/EE用のフェイルオーバグループには、仮想コンピュータ名とフローティン

グIPが一つずつ必要です。Exchange2003/EE用のフェイルオーバグループに、仮想コン

ピュータ名およびフローティングIPをそれぞれ二つ以上設定してはいけません。 

‐Exchange2003/EE用のフェイルオーバグループには、仮想IPは使用できません。フロー

ティングIPを使用してください。 
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‐Exchange2003/EE 用のフェイルオーバグループは、 大７つまで作成する事が出来ます。

（８ノード構成時） 

 

  (4)DNSへ仮想コンピュータ名とフローティングIPのエントリを追加 

        DNSサーバでDNS管理コンソールを開き、(3)で作成した仮想コンピュータ名とフローティングIP

アドレスの組み合わせでエントリを追加します。 

   例えばフローティングIPアドレスが10.0.0.10の場合、下図のようにして設定します。 

       [名前]に仮想コンピュータ名を、[IPアドレス]にフローティングIPアドレスを入力してください。 

 

(注意) 本設定を行わないと、Exchangeを適切に構築できないことがあります。 

 

 

 

(5) 全サーバ上で、Exchange2003/EEのインストールを行います。 

通常のインストール手順と同じです。 

Exchange2003/EEのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動します。 

 

(注意) ‐Exchange2003/EEのインストールは、一台ずつ行ってください。 

    ‐Exchange2003/EEのインストールは、CLUSTERPROが動作中に行う必要があります。 

        ‐事前にDistributed Transaction Coordinator サービスが起動している必要がありま

す。Windows の[管理ツール] – [サービス] から、同サービスが開始状態で、スター

トアップの種類が自動になっていることを確認してください。 

 

(6) クラスタシャットダウンで再起動を行います。 

 

(7) Exchange2003/EEリソースの登録を行います。 

フェイルオーバグループが起動されているサーバ上で、コマンドプロンプトからarmex2k3コマンド

を実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、以下の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchange2003/EEリソースの登録は、Administrator権限を持つアカウントで行ってくだ
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さい。 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

切替ディスク         ：Wドライブ 

 

Microsoft Windows [Version 5.2.3790] 

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. 

 

C:\>armex2k3 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 1                   ← リソースの追加を行うので、１を入力します。 

 

リソースを追加するグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange2003/EE のリソースを登録するグループ名。 
インストール手順の（３）で作成したフェイルオーバグループ名を指定
します 

 

処理対象とする Exchange リソースの種類を選択してください 

 1 : Microsoft Exchange System Attendant 

 2 : Microsoft Search Service Instance 

 3 : Microsoft Exchange SMTP Server Instance 

 4 : Microsoft Exchange HTTP Server Instance （7.06 以前では HTTP の代わりに DAV と表示されます）

 5 : Microsoft Exchange IMAP4 Server Instance 

 6 : Microsoft Exchange POP3 Server Instance 

 9 : グループ名入力に戻る 

Input: 1                  ← 初のリソースの追加を行うので、１を入力します。 
これにより、IMAP4/POP3 を除くリソースがフェイルオーバグループに追
加されます 

 

Exchange リソースが使用する切替ディスク上のディレクトリの絶対パス名を入力してください 

省略の場合 : W:\EXCHSRVR← フェイルオーバグループに登録されているドライブ名と規定値のディレ 
Input:                       クトリ名を組み合わせた絶対パス名が表示されます。 

通常は、省略値のままとします。 
複数の切り替えディスクが登録されている場合や、インストール先の
ディレクトリ名が指定されている場合等、任意の絶対パス名を指定しま
す。 

 
               (注意) インストール先のパス名には、２階層以上指定する事は出来ま

せん。 

 

AdminGroup 名を入力してください 

省略の場合 : 初の管理グループ 

Input:                    ← 「ActiveDirectory サイトとサービス」を起動 → ツリービューの
Services → Microsoft Exchange → <「組織名」で入力したアイテ
ム> → Administrative Groups の下にある種類が、「管理グループ」
のアイテムの「名前」欄の文字列が表示されていることを確認した上
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で省略してください。 
Exchange2003/EE をデフォルト値でインストールした場合、省略値と
します。 

 

RoutingGroup 名を入力してください 

省略の場合 : 初のルーティング グループ 

Input:                    ← 任意の文字列を入力します。 
指定された文字列を名前とする Routing Group が、<「AdminGroup」で入
力したアイテム> の下に作成されます。 
特に指定がない場合、省略値とします。 

 

AdminGroupContainingRoutingGroup 名を入力してください 

省略の場合 : 初の管理グループ 

Input:                    ← AdminGroup 名と同じ文字列が表示されていることを確認した上で省略
してください。 
Exchange2003/EE をデフォルト値でインストールした場合、省略値とし
ます。 

 

グループ名 : EXCHANGE-1 

 リソース種別 : Microsoft Exchange System Attendant 

 Exchange が使用するディレクトリのパス名 : W:\EXCHSRVR 

 AdminGroup 名 : 初の管理グループ 

 RoutingGroup 名 : 初のルーティング グループ 

 AdminGroupContainingRoutingGroup 名 : 初の管理グループ 

 

上記パラメータで、グループへ Exchange リソースの追加を開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

グループを停止しています... 

 

グループを停止しました 

 

グループを起動しています... 

 

グループを起動しました 

 

Exchange リソースの初期設定を行っています... 

 

Exchange リソースの初期設定を行いました 

 

Exchange リソースをクラスタデータベースに追加しています... 

 

Exchange リソースをクラスタデータベースに追加しました 

 

グループを停止しています... 

 

グループを停止しました 

 

Exchange リソースのリソース名を更新しています... 

 

Exchange リソースのリソース名を更新しました 
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Exchange リソースをグループに追加しています... 

 

Exchange リソースをグループに追加しました 

 

グループを起動させますか？ 

起動させる場合は、Y を、させない場合はその他のキーを入力してください 

Input: N 

 

Exchange リソースの追加処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 

 

以上で Exchange2003/EE がフェイルオーバグループに登録されました。 
 
IMAP4 や POP3 を追加する場合、そのまま作業を継続してください。 
IMAP4 を追加する場合の実行例を以下に示します。 
 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 1                   ← リソースの追加を行うので、１を入力します。 

 

リソースを追加するグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange2003/EE のリソースを登録するグループ名。 
  

処理対象とする Exchange リソースの種類を選択してください 

 1 : Microsoft Exchange System Attendant 

 2 : Microsoft Search Service Instance 

 3 : Microsoft Exchange SMTP Server Instance 

 4 : Microsoft Exchange HTTP Server Instance （7.06 以前では HTTP の代わりに DAV と表示されます）

 5 : Microsoft Exchange IMAP4 Server Instance 

 6 : Microsoft Exchange POP3 Server Instance 

 9 : グループ名入力に戻る 

Input: 5                  ← IMAP4 のリソースの追加を行うので、５を入力します。 
これにより、IMAP4 のリソースがフェイルオーバグループに追加されま
す 

 

 グループ名 : EXCHANGE-1 

 リソース種別 : Microsoft Exchange IMAP4 Server Instance 

 

上記パラメータで、グループへ Exchange リソースの追加を開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y 
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Exchange リソースをクラスタデータベースに追加しています... 

 

Exchange リソースをクラスタデータベースに追加しました 

 

Exchange リソースの初期設定を行っています... 

 

Exchange リソースの初期設定を行いました 

 

グループを停止しています... 

 

グループを停止しました 

 

Exchange リソースをグループに追加しています... 

 

Exchange リソースをグループに追加しました 

 

グループを起動させますか？ 

起動させる場合は、Y を、させない場合はその他のキーを入力してください 

なお、本リソースを起動する前にはあらかじめ、サービスのスタートアップの種類を "手 

動" に変更しておく必要があります 

Input: N 

 

Exchange リソースの追加処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 

 

 

※フェイルオーバグループが複数ある場合、各フェイルオーバグループが起動されてい

るサーバ上で、armex2k3 コマンドを実行して下さい。 
 

なお、コマンドが異常終了した場合のエラーメッセージに関しては、【運用/保守編】を

参照して下さい。 

 

 

  (注意) IMAP4およびPOP3のリソースを追加した場合、サービスのスタートアップ設定を「無効」

から「手動」に変更する必要があります。 
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1.3.4.2 Exchange Server 2003 Service Pack インストール手順 

全サーバ上のローカルパーティションに対しインストールします。インストール方法は、通常

の方法とは一部異なりますので、下記インストール手順にそって行って下さい。 

 

(注意) 

- 本章の手順を行う前に、「1.3.4.1 Exchange構築手順」に従ってExchange2003/EEがセット

アップされている必要があります。 

- Exchange2003/EE に Serivce Pack を 適 用 す る た め に は 、 CLUSTERPRO に 

Ver7.06(CPRO-NT070-06)以降の適用が必要です。リビジョンがVer7.05以前の場合は、本章

の手順を行う前、CLUSTERPROにVer7.06以降を適用してください。CLUSTERPROのリビジョン

は、CLUSTERPROマネージャより、サーバのプロパティにて確認ができます。 

- 動作環境については、「1.3.3 動作環境」を参照してください。 

また、Exchange観点での動作環境について、Exchange Server 2003 Service Packのリリー

スノート等を確認してください。 

 

a Active/Passive の場合 

 

(1) 初にService Packを適用するサーバ(以降Server1と表記)で起動しているフェイルオーバグ

ループを、異なるサーバ(以降Server2と表記)へ移動します。 

 

(2) Server1でService Packのインストールを行います。 

通常の適用手順と同じです。 

Exchange Server 2003のService PackのCDから、update.exe を起動します。 

Service Pack の適用終了時に再起動を促すメッセージが表示されます。これは「いいえ」を選

択してここでは再起動しないようにします。 

 

(3) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer1の再起動を行います。 

 

(4) Server1起動完了後、Server1をクラスタへ復帰します。 

 

(5) フェイルオーバグループを停止します。 

 

(6) Exchange2003/EEリソースのアップグレードを行います。 

Server1上で、コマンドプロンプトからarmex2k3コマンドを実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、以下の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchange2003/EEリソースのアップグレードは、Administrator権限を持つアカウントで

行ってください。 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

 

Microsoft Windows [Version 5.2.3790] 

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. 
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C:\>armex2k3 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange2003/EE のリソースをアップグレードするグループ名。 
  

 グループ名 : EXCHANGE-1 

 

上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 

 

Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 

 

(7) Server1でフェイルオーバグループを起動します。 

 

(8) Server2でService Packのインストールを行います。 

通常の適用手順と同じです。 

Exchange Server 2003のService PackのCDから、update.exe を起動します。 

Service Pack の適用終了時に再起動を促すメッセージが表示されます。これは「いいえ」を選

択してここでは再起動しないようにします。 

 

(9) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer2の再起動を行います。 

 

(10) Server2起動完了後、Server2をクラスタへ復帰します。 

 

b Active/Active の場合 

 

(1) 初にService Packを適用するサーバ(以降Server1と表記)で起動しているフェイルオーバグ

ループを、異なるサーバ(以降Server2と表記)へ移動します。 
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(2) Server1でService Packのインストールを行います。 

通常の適用手順と同じです。 

Exchange Server 2003のService PackのCDから、update.exe を起動します。 

Service Pack の適用終了時に再起動を促すメッセージが表示されます。これは「いいえ」を選

択してここでは再起動しないようにします。 

 

(3) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer1の再起動を行います。 

 

(4) Server1起動完了後、Server1をクラスタへ復帰します。 

 

(5) すべてのフェイルオーバグループを停止します。 

 

(6) Exchange2003/EEリソースのアップグレードを行います。 

Server1上で、コマンドプロンプトからarmex2k3コマンドを実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、以下の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchange2003/EEリソースのアップグレードは、Administrator権限を持つアカウントで

行ってください。 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-2 

 

Microsoft Windows [Version 5.2.3790] 

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. 

 

C:\>armex2k3 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange2003/EE のリソースをアップグレードするグループ名。 
  

 グループ名 : EXCHANGE-1 

 

上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 
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Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-2         ← Exchange2003/EE のリソースをアップグレードするグループ名。 
  

 グループ名 : EXCHANGE-2 

 

上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 

 

Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 

 

(7) Server1ですべてのフェイルオーバグループを起動します。 

 

(8) Server2でService Packのインストールを行います。 

通常の適用手順と同じです。 

Exchange Server 2003のService PackのCDから、update.exe を起動します。 

Service Pack の適用終了時に再起動を促すメッセージが表示されます。これは「いいえ」を選

択してここでは再起動しないようにします。 

 

(9) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer2の再起動を行います。 

 

(10) Server2起動完了後、Server2をクラスタへ復帰します。 

 

(11) 初にServer2で起動していたフェイルオーバグループを、Server2へ移動します。 
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c  ３～８ノードの場合 

 

(1) Activeサーバでのインストール 

以下の手順をすべてのActiveサーバに対して行ってください。 

 

  (注意) 以下の手順は、一台ずつ行ってください。 

 

1. Service Packを適用するサーバで起動しているフェイルオーバグループを、Passiveサーバ

へ移動します。 

 

2. Service Packのインストールを行います。 

通常の適用手順と同じです。 

Exchange Server 2003のService PackのCDから、update.exe を起動します。 

Service Pack の適用終了時に再起動を促すメッセージが表示されます。これは「いいえ」

を選択してここでは再起動しないようにします。 

 

3. CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでサーバの再起動を行います。 

 

4. サーバ起動完了後、サーバをクラスタへ復帰します。 

 

5. 1.で移動したフェイルオーバグループを停止します。 

 

6. Exchange2003/EEリソースのアップグレードを行います。 

サーバ上で、コマンドプロンプトからarmex2k3コマンドを実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、以下の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchange2003/EEリソースのアップグレードは、Administrator権限を持つアカウントで

行ってください。 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

 

Microsoft Windows [Version 5.2.3790] 

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. 

 

C:\>armex2k3 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange2003/EE のリソースをアップグレードするグループ名。 
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 グループ名 : EXCHANGE-1 

 

上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 

 

Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 

 

7. Service Packを適用したサーバでフェイルオーバグループを起動します。 

 

(2) Passiveサーバでのインストール 

以下の手順をすべてのPassiveサーバに対して行ってください。 

 

  (注意) 以下の手順は、一台ずつ行ってください。 

 

1. Service Packのインストールを行います。 

通常の適用手順と同じです。 

Exchange Server 2003のService PackのCDから、update.exe を起動します。 

Service Pack の適用終了時に再起動を促すメッセージが表示されます。これは「いいえ」

を選択してここでは再起動しないようにします。 

 

2. CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでサーバの再起動を行います。 

 

3. サーバ起動完了後、サーバをクラスタへ復帰します。 
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1.3.5 アンインストール手順 

クラスタ構成として正常にインストールされている状態からアンインストールを行う時は、

Exchange2003/EEがインストールされている全てのサーバで、下記アンインストール手順にそって

行って下さい。 

 

(注意) Exchange2003/EEのアンインストールは、一台ずつ行ってください。 

 

(1) [ActiveDirectory ユーザとコンピュータ]で、全てのアカウントからメールボックスが削

除されていることを確認します。 

削除されていない場合、各アカウントの右クリックメニューから[Exchangeタスク]を選択

し、メールボックスの削除を行います。 

 

(2)フェイルオーバグループが起動されている全サーバ上で、コマンドプロンプトから以下の
コマンドを実行し、フェイルオーバグループからExchange2003/EEのリソースを削除しま
す。 
起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 
パラメータは、起動後のメニュー選択で「2 : フェイルオーバグループからExchangeリソー
スを削除する」を指定します。 

 

コマンド ：armex2k3.exe 

 

(3)Exchange Server 2003 の CD-ROM をドライブに挿入します。 

 

(4)起動画面から、[Exchange Server のセットアップ] を起動します。 

 

(5) [コンポーネントの選択] 画面で、削除するコンポーネントの横の [アクション] 列をク
リックし、[削除] をクリックします。 

 
(6) ウィザードの指示に従い、削除処理を完了します。 

 

(7) CLUSTERPRO Exchange Server Support Kit R2.0 のアンインストールを行います。 
アンインストール手順は【クラスタ生成ガイド】を参照してください。 
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1.3.6 アップグレード手順 

 

1.3.6.1 Exchange2000/ES から Exchange2003/EE へのアップグレード手順 

クラスタ環境下に構築済みのExchange2000/ES環境をExchange2003/EE環境にアップグレードする

ことができます。一台ずつExchangeのアップグレードを行うので、その間は他のノードで業務を

継続することができます。 

アップグレード手順は、通常の方法とは一部異なりますので、下記の手順にそって行ってくださ

い。 

なお、本手順では以下の環境を前提としております。 

 

ドメイン：構築済み 

ドメイン形式：Windows 2000 Active Directory 

クラスタ構成：構築済み 

OS：Windows 2000 Advanced Server 

OSサービスパック：SP4 以上適用済み 

Exchange2000/ES：インストール済 

Exchange2000/ES サービスパック：SP3 以上適用済み 

仮想コンピュータ名：CLUSTER-1 

 

a Active/Passive の場合 

 
(1) 初に Exchange をアップグレードするサーバ(以降 Server1 と表記)で起動しているフェイル

オーバグループを、異なるサーバ(以降Server2と表記)へ移動します。 

 

(2) Server1のExchange Server Support Kit動作モードをExchange2000/ESからExchange2003/EE

に変更します。 

変更方法： 

A) <CLUSTERPROインストールフォルダ>\armmontr\esk\setup20.exe を実行します。 

[次へ]ボタンを押します。 

       

 

B) Exchange Serverのバージョンで「Exchange 2003 Enterprise Edition」を選択して[次へ]

ボタンを押します。 
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C)  [完了]ボタンを押します。 

       

 
＜注意＞ 
Exchange をアップグレードする場合は＜注意事項＞にある「サービスアカウ

ントの設定」は必要ありません。 

 
(3) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer1の再起動を行います。 

 
(4) Server1起動完了後、Server1をクラスタへ復帰します。 

 
(5) Exchange2003/EEセットアップを実行し、Server1をExchange2003/EEにアップグレードします。 

アップグレード手順 

A) 「1.3.4.1Exchange構築手順」の以下の項目について設定を行います。 

(2) ネットワークの設定 

(4) DNSへ仮想コンピュータ名とフローティングIPのエントリを追加 

B) Exchange2003/EEのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動してアップグ

レードを行います。 

詳細については「Exchange Server 2003 デプロイメント ガイド」の「Exchange 2000 Server

からのアップグレード」を参照してください。 

 
＜注意＞ 
Exchange2003/EE のアップグレード終了時に再起動を促すメッセージが表

示されます。これは「いいえ」を選択してここでは再起動しないようにしま

す。 
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(6) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer1の再起動を行います。 

 

(7) Server1起動完了後、Server1をクラスタへ復帰します。 

 

(8) フェイルオーバグループを停止します。 

 

(9) Exchangeリソースのアップグレードを行います。 

Server1上で、コマンドプロンプトからarmex2k3コマンドを実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、以下の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchangeリソースのアップグレードは、Administrator権限を持つアカウントで行ってく

ださい。 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

 

Microsoft Windows [Version 5.00.2195] 

(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp. 

 

C:\>armex2k3 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange のリソースをアップグレードするグループ名。 
  

 グループ名 : EXCHANGE-1 

 

上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 

 

Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 
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 9 : 終了 

Input: 

 

(10) Server1でフェイルオーバグループを起動します。 

 

(11) Server2のExchange Server Support Kit動作モードをExchange2000/ESからExchange2003/EE

に変更します。変更方法は前述(2)を参照してください。 

 

(12) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer2の再起動を行います。 

 
(13) Server2起動完了後、Server2をクラスタへ復帰します。 

 
(14) Exchange2003/EEセットアップを実行し、Server2をExchange2003/EEにアップグレードします。 

アップグレード手順 

A) 「1.3.4.1Exchange構築手順」の以下の項目について設定を行います。 

(2) ネットワークの設定 

B) Exchange2003/EEのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動してアップグ

レードを行います。 

詳細については「Exchange Server 2003 デプロイメント ガイド」の「Exchange 2000 Server

からのアップグレード」を参照してください。 

 
＜注意＞ 
Exchange2003/EE のアップグレード終了時に再起動を促すメッセージが表

示されます。これは「いいえ」を選択してここでは再起動しないようにしま

す。 

 

(15) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer2の再起動を行います。 

 

(16) Server2起動完了後、Server2をクラスタへ復帰します。 

 
 

b Active/Active の場合 

 
(1) 初に Exchange をアップグレードするサーバ(以降 Server1 と表記)で起動しているフェイル

オーバグループを、異なるサーバ(以降Server2と表記)へ移動します。 

 

(2) Server1のExchange Server Support Kit動作モードをExchange2000/ESからExchange2003/EE

に変更します。 

変更方法： 

A) <CLUSTERPROインストールフォルダ>\armmontr\esk\setup20.exe を実行します。 

[次へ]ボタンを押します。 
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B) Exchange Serverのバージョンで「Exchange 2003 Enterprise Edition」を選択して[次へ]

ボタンを押します。 

       

 

C)  [完了]ボタンを押します。 

       

 
＜注意＞ 
Exchange をアップグレードする場合は＜注意事項＞にある「サービスアカウ

ントの設定」は必要ありません。 

 
(3) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer1の再起動を行います。 

 
(4) Server1起動完了後、Server1をクラスタへ復帰します。 

 
(5) Exchange2003/EEセットアップを実行し、Server1をExchange2003/EEにアップグレードします。 
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アップグレード手順 

A) 「1.3.4.1Exchange構築手順」の以下の項目について設定を行います。 

(2) ネットワークの設定 

(4) DNSへ仮想コンピュータ名とフローティングIPのエントリを追加 

B) Exchange2003/EEのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動してアップグ

レードを行います。 

詳細については「Exchange Server 2003 デプロイメント ガイド」の「Exchange 2000 Server

からのアップグレード」を参照してください。 

 
＜注意＞ 
Exchange2003/EE のアップグレード終了時に再起動を促すメッセージが表

示されます。これは「いいえ」を選択してここでは再起動しないようにしま

す。 

 

(6) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer1の再起動を行います。 

 

(7) Server1起動完了後、Server1をクラスタへ復帰します。 

 

(8) すべてのフェイルオーバグループを停止します。 

 

(9) Exchangeリソースのアップグレードを行います。 

Server1上で、コマンドプロンプトからarmex2k3コマンドを実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、以下の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchangeリソースのアップグレードは、Administrator権限を持つアカウントで行ってく

ださい。 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-2 

 

Microsoft Windows [Version 5.00.2195] 

(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp. 

 

C:\>armex2k3 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange のリソースをアップグレードするグループ名。 
  

 グループ名 : EXCHANGE-1 
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上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 

 

Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-2         ← Exchange のリソースをアップグレードするグループ名。 
  

 グループ名 : EXCHANGE-2 

 

上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 

 

Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 

 

(10) Server1ですべてのフェイルオーバグループを起動します。 

 

(11) Server2のExchange Server Support Kit動作モードをExchange2000/ESからExchange2003/EE

に変更します。変更方法は前述(2)を参照してください。 

 

(12) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer2の再起動を行います。 

 
(13) Server2起動完了後、Server2をクラスタへ復帰します。 
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(14) Exchange2003/ESセットアップを実行し、Server2をExchange2003/ESにアップグレードします。 

アップグレード手順 

A) 「1.3.4.1Exchange構築手順」の以下の項目について設定を行います。 

(2) ネットワークの設定 

B) Exchange2003/EEのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動してアップグ

レードを行います。 

詳細については「Exchange Server 2003 デプロイメント ガイド」の「Exchange 2000 Server

からのアップグレード」を参照してください。 

 
＜注意＞ 
Exchange2003/EE のアップグレード終了時に再起動を促すメッセージが表

示されます。これは「いいえ」を選択してここでは再起動しないようにしま

す。 

 

(15) CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでServer2の再起動を行います。 

 

(16) Server2起動完了後、Server2をクラスタへ復帰します。 

 

(17) 初にServer2で起動していたフェイルオーバグループを、Server2へ移動します。 

 

c ３～８ノードの場合 

(1) Activeサーバでのアップグレード 

以下の手順をすべてのActiveサーバに対して行ってください。 

 

  (注意) 以下の手順は、一台ずつ行ってください。 

 

1. アップグレードするサーバで起動しているフェイルオーバグループを、Passiveサーバへ移

動します。 

 

2.  サーバのExchange Server Support Kit動作モードをExchange2000/ESからExchange2003/EE

に変更します。 

変更方法： 

A) <CLUSTERPROインストールフォルダ>\armmontr\esk\setup20.exe を実行します。 

[次へ]ボタンを押します。 
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B) Exchange Serverのバージョンで「Exchange 2003 Enterprise Edition」を選択して[次

へ]ボタンを押します。 

       

 

C)  [完了]ボタンを押します。 

       

 
＜注意＞ 
Exchange をアップグレードする場合は＜注意事項＞にある「サービスアカウ

ントの設定」は必要ありません。 

 
3. CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでサーバの再起動を行います。 

 
4. サーバ起動完了後、サーバをクラスタへ復帰します。 

 

5. Exchange2003/EEセットアップを実行し、サーバをExchange2003/EEにアップグレードしま

す。 

アップグレード手順 

A) 「1.3.4.1Exchange構築手順」の以下の項目について設定を行います。 

(2) ネットワークの設定 

(4) DNSへ仮想コンピュータ名とフローティングIPのエントリを追加 

B) Exchange2003/EEのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動してアッ

プグレードを行います。 

詳細については「Exchange Server 2003 デプロイメント ガイド」の「Exchange 2000 

Serverからのアップグレード」を参照してください。 
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＜注意＞ 
Exchange2003/EE のアップグレード終了時に再起動を促すメッセージが表

示されます。これは「いいえ」を選択してここでは再起動しないようにしま

す。 

 

 

 

6. CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでサーバの再起動を行います。 

 

7. サーバ起動完了後、サーバをクラスタへ復帰します。 

 

8. 1.で移動したフェイルオーバグループを停止します。 

 

9. Exchange2003/EEリソースのアップグレードを行います。 

サーバ上で、コマンドプロンプトからarmex2k3コマンドを実行します。 

起動時は、パラメータは不要です。実行後にパラメータ入力を行います。 

これらのパラメータは、以下の実行例に従って下さい。 

 

  (注意) Exchange2003/EEリソースのアップグレードは、Administrator権限を持つアカウントで

行ってください。 

 

 コマンドの実行例： 

     以下の環境でインストールが行われている事を前提としています。 

フェイルオーバグループ名   ：EXCHANGE-1 

 

Microsoft Windows [Version 5.2.3790] 

(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. 

 

C:\>armex2k3 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 3                   ← リソースのアップグレードを行うので、3を入力します。 

 

Exchange をアップグレードするグループ名を入力してください 

Input: EXCHANGE-1         ← Exchange2003/EE のリソースをアップグレードするグループ名。 
  

 グループ名 : EXCHANGE-1 

 

上記パラメータで、Exchange リソースのアップグレードを開始します 

開始する場合は Y を、パラメータ入力に戻る場合はその他のキーを入力してください 

Input: Y                  ← 入力した内容が正しいことを確認した上で、Ｙを入力します。 
 

Finished to register computer in the Active Directory. 

 

Exchange のアップグレード処理を行っています... 
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Exchange のアップグレード処理を行いました 

 

Exchange リソースのアップグレード処理は、すべて正常に終了しました 

 

Exchange リソースのグループへの追加、削除、およびアップグレードを行います 

メニューを選択してください 

 1 : フェイルオーバグループに Exchange リソースを追加し、初期設定を行う 

 2 : フェイルオーバグループから Exchange リソースを削除する 

 3 : Exchange リソースをアップグレードする 

 9 : 終了 

Input: 

 

10. Exchange2003/EEにアップグレードされたサーバでフェイルオーバグループを起動します。 

 

(2) Passiveサーバでのアップグレード 

以下の手順をすべてのPassiveサーバに対して行ってください。 

 

  (注意) 以下の手順は、一台ずつ行ってください。 

 

1. サーバのExchange Server Support Kit動作モードをExchange2000/ESからExchange2003/EE

に変更します。変更方法は上記(1)の2.を参照してください。 

 

2. CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでサーバの再起動を行います。 

 
3. サーバ起動完了後、サーバをクラスタへ復帰します。 

 
4. Exchange2003/ESセットアップを実行し、サーバをExchange2003/ESにアップグレードしま

す。 

アップグレード手順 

A) 「1.3.4.1Exchange構築手順」の以下の項目について設定を行います。 

(2) ネットワークの設定 

B) Exchange2003/EEのインストールCDの起動画面から、インストーラーを起動してアッ

プグレードを行います。 

詳細については「Exchange Server 2003 デプロイメント ガイド」の「Exchange 2000 

Serverからのアップグレード」を参照してください。 

 
＜注意＞ 
Exchange2003/EE のアップグレード終了時に再起動を促すメッセージが表

示されます。これは「いいえ」を選択してここでは再起動しないようにしま

す。 

 

5. CLUSTERPROマネージャからサーバシャットダウンでサーバの再起動を行います。 

 

6. サーバ起動完了後、サーバをクラスタへ復帰します。 
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1.3.6.2 Windows2000 から Windows2003 へのアップグレード手順 

Exchange2003/EEが動作中のWindows2000をWindowsServer2003へアップグレードすることができ

ます。WindowsServer2003へのアップグレード手順については、「システム構築ガイド 運用/保守

編」の「OSのローリングアップグレード」の章を参照してください。 

 
＜Exchange 環境の OS をアップグレードする場合の注意＞ 
・CLUSTERPRO サーバをアンインストールする際に「Exchange Support Kit のライ

センス」を削除してください。「Exchange2003/EE」のアンインストールを行う必

要はありません。 
・CLUSTERPRO サーバをインストールする際に「Exchange Support Kit」のライセ

ンス登録を行ってください。「Exchange2003/EE」のインストールを行う必要はあ

りません。 
 
 

1.3.6.3 Windows2000+Exchange2000/ESからWindows2003+Exchange2003/EEへ

のアップグレード手順 

Windows2000環境でExchange2000/ESが動作している環境でOSをWindowsServer2003に、Exchangeを

Exchange2003/EEにアップグレードすることができます。アップグレードは下記手順に従って行っ

てください。 

なお、本手順では以下の環境を前提としております。 

 
ドメイン：構築済み 

ドメイン形式：Windows 2000 Active Directory 

クラスタ構成：構築済み 

OS：Windows 2000 Advanced Server 

OSサービスパック：SP4以上適用済み 

Exchange2000/EE：インストール済み 

Exchangeサービスパック：SP3以上適用済み 

 

 
(1) Exchange2000/ESをExchange2003/EEにアップグレードします。 

Exchangeのアップグレード手順については「1.3.6.1 Exchange2000/ES から 
Exchange2003/EE へのアップグレード手順」を参照してください。 

 
(2) Exchange2003/EEのService Packを適用します。 

Service Packの適用手順については「1.3.4.2 Exchange Server 2003 Service 
Pack インストール手順」を参照してください。 

 
(3) Windows2000をWindows2003にアップグレードします。 

OSのアップグレード手順については「1.3.6.2 Windows2000からWindows2003 
へのアップグレード手順」を参照してください。 
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1.3.7 移行手順 

1.3.7.1 Exchange5.5/EE から Exchange2003/EE への移行手順 

ここでは、Exchange5.5/EEからExchange2003/EEへの移行手順の一例を、ご紹介致します。 

なお、本手順では以下の環境を前提としております。 

 

・Exchange5.5/EE側 

ドメイン：構築済み 

ドメイン形式：NT4.0ドメイン 

ドメイン名：JDP40 

クラスタ構成：構築済み 

OS：Windows NT 4.0 Server 

仮想コンピュータ名：CLUSTER-1 

Exchange5.5/EEインストールアカウント：JDP40\Administrator 

Exchange5.5/EE：インストール済み 

Exchange5.5/EEサービスパック：SP3 以上適用済み 

 

・Exchange2003/EE側 

ドメイン：構築済み 

ドメイン形式：Windows 2003 ActiveDirectoryドメイン 

ドメイン名：JDP 

クラスタ構成：構築済み 

OS：Windows Server 2003 Enterprise Edition 

仮想コンピュータ名：CLUSTER-2 

Exchange2003/EEインストールアカウント：JDP\Administrator 

Exchange2003/EE：未インストール 

Exchange2003/EEサービスパック：未適用 

 

 (注意) Exchange5.5の組織に対して、 初にクラスタ構成のExchange2003をインストー 

ルすることはできません。 

    これは、初めてExchange2003をExchange5.5の組織にインストールすると作成 

されるSRS(Site Replication Service)が、クラスタ環境に対応していないた 

めです。SRSは、Exchange5.5とExchange2003の共存させるために必要なサービ 

スです。 

    そのため、クラスタ環境とは別のサーバマシンを用意する必要があります。 

そのマシンに 初のExchange2003をインストールして、SRSサーバとします。 

 

(1) インストール手順 

  (a) NT4.0ドメインとADドメイン間で、信頼関係を結びます。 

 

 (b) ActiveDirectory移行ツール（ADMT）等により、Exchange5.5 のメールボックスを

持つユーザをSIDと共に、ADドメインの移行先コンテナへ移行します。 

 

   下記にADMTの情報がありますので、ご参照ください。 

    

   Active Directory 移行ツール 

http://www.microsoft.com/japan/windows2000/downloads/deployment/admt/ 
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(c) ドメインコントローラにて、ForestPrepを実行します。 

 

(d) ドメインコントローラにて、DomainPrepを実行します。 

 

  (e) ADドメインにて、ActiveDirectoryコネクタ（ADC）のインストールを行います。 

  

       (注意) ADC は、クラスタ構成上では動作できません。 

インストールは、必ずクラスタ構成以外のサーバ上で行って下さい。 

          ADC の詳細は、ADCのオンラインヘルプを参照して下さい。 

 

  (f) ADC マネージャにて、メールボックスとパブリックフォルダの接続許可書の設定

を行います。 

 

  (g) Exchange5.5 の管理ツールにて、「組織」,「サイト」,「設定」のアクセス権に、

Exchange2003のインストールを行うアカウント（本例では、JDP\Administrator）

を登録します。 

       → アカウントには、以下の権限を設定します。 

           組織  ：管理者（アクセス権変更可） 

           サイト：サービスアカウント管理者 

           設定  ：サービスアカウント管理者 

            → 上記設定を行う事で、Exchange2003のインストール時に、Exchange5.5

側の組織情報にアクセスする事が可能となります。 

 

 (h) クラスタ環境ではないマシンに、Exchange2003のインストールを行います。 

    → 本インストールでは、既存のExchange5.5の組織に参加するオプションを選択

します。 

          これにより、Exchange2003側にExchange5.5の組織情報が反映され、SRSも作 

成されます。 

           → 組織名、サイト名、E-Mailアドレス等の各情報。 

  

  (i) クラスタ環境へExchange2003のインストールを行います。 

 

  (j) Armex2k3 ユーティリティにて、Exchange2003のサービス情報の設定を行います。 

       ・ 組織名には省略値ではなく、インストール時に反映されたExchange5.5の組織

名を設定します。 

           → Exchangeの管理ツールより、これを参照してください。 

       ・ AdminGroup名には省略値ではなく、インストール時に反映された Exchange5.5

のサイト名を設定します。 

           → Exchangeの管理ツールより、これを参照してください。 

       ・ AdminGroupContainingRoutingGroup名には省略値ではなく、インストール時

に反映された Exchange5.5のサイト名を設定します。 

           → Exchange 2003の管理ツールより、これを参照してください。 

              AdminGroup名と同じ情報です。 

 

(2) 移行手順 

(a) 「Active Directory ユーザとコンピュータ」 スナップインを起動して、メール

ボックスを持つユーザ名 をクリックします (または Shift キーやCtrl キーを押
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しながら複数の受信者をクリックして選択します)。 

 

  (b) オブジェクトを右クリックし、[Exchange タスク]、[メールボックスの移動] 

の順にクリックし、[次へ] をクリックします。 

 

(c) [実行可能なタスク] 画面で [メールボックスの移動] を選択し、[次へ] をクリッ

クします。 

 

(d) [メールボックスの移動] 画面でメールボックスの移動先となるクラスタ環境にイ

ンストールしたExchange 2003 サーバを選択し、[次へ] をクリックします。 

 

(e) [処理中のタスク] 画面で、メールボックスが移動されているところを確認できま

す。処理が完了したら [次へ] をクリックします。 

 

(f) [Exchange タスク ウィザードの完了] 画面により、どのメールボックスが移動し

たか、またメールボックスの移動タスクが正常に完了したかどうかを確認できます。 

 

（注意） 移行完了後も、組織内にあるExchange5.5サーバが全て削除されるまで、SRSサーバが必

要となります。組織内のExchange5.5サーバが全て削除された後、SRSサーバにある

Exchange2003のアンインストールを行ってください。 

 

 

(3) 参考資料 

下記 Microsoftのホワイトペーパーに、NT40ドメイン＋Exchange5.5からADドメイン＋

Exchange2003への移行手順を示した情報が御座いますので、ご参考願います。 

 

・Exchange 2003 デプロイメント ガイド 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja& 

FamilyID=77B6D819-C7B3-42D1-8FBB-FE6339FFA1ED 

 

 

（注意） 本移行手順例では、パブリックフォルダの移行を行う事が出来ません。 

パブリックフォルダの移行を行う必要がある場合、上記 Microsoftホワイトペーパーの

手順を参考にされるか、サードパーティから提供されている移行ツールを使用して下さ

い。 
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1.3.8 注意事項 

(1) Microsoft Cluster Serviceがインストールされているかを検知するアプリケーション(SQL Server

など)、COM+を使うアプリケーション、およびコンポーネントサービスでの設定が必要なアプリケー

ションとの同居はできません。 

 

(2) フェイルオーバが発生するタイミングによって、クライアントへ回線エラー等が通知され、メール

の送受信が失敗することがあります。この様な場合、フェイルオーバの完了後に再度メールの送受

信を行うことによって、正常に送受信を完了することが出来ます。 

 

(3) ２ノード：Active/Active の構成とする場合、１ノードあたりのサーバ負荷（＊）が３５～４０％

以下になる様、システム構成を設計する必要があります。 

１ノードあたりのサーバ負荷が３５～４０％を超える状態でフェイルオーバが発生した場合、フェ

イルオーバ先のサーバ負荷が高くなり、システムが不安定になることがあります。 

   

  ＊ サーバ負荷とは、CPU，メモリ，ディスク，ネットワーク等を含めたサーバ全体に関わる

負荷を指します。 

これらの負荷をトータル的に考慮したシステム構成を設計して下さい。 

 

(4) ３ノード以上の構成では、１ノード上で複数のフェイルオーバグループをアクティブにする事は出

来ません。アクティブに出来るフェイルオーバグループは、１つのみです。 

３ノード以上の構成を取る場合、各フェイルオーバグループは必ず「排他」に設定して下さい。 

 

(5)  Exchange2003/EE をインストールすると、システムのシャットダウンに5 分以上時間がかかる場

合があります。 

UPSを接続する場合は、増設バッテリの接続を推奨します。 

① ESMPRO/PowerController，AutomaticRunningControllerを使用する場合、「電源切断猶予時

間」には必ず十分な時間を設定してください。（電源切断猶予時間の詳細については、

ESMPRO/PowerController， AutomaticRunnningControllerのヘルプ等を参照してください) 

② ESMPRO/UPSControllerにおける「UPS停止ディレー時間」にはシステムのシャットダウン時

間と、UPSのバッテリバックアップ時間を考慮し、必ず十分な時間を設定してください。（UPS

停止ディレー時間の詳細については、ESMPRO/UPSControllerヘルプ等を参照してください） 
 

(6) クラスタ構成の Exchange2003/EEに対し、ルーティンググループ間及びサーバ間接続を行う場合、

必ず仮想コンピュータ名を指定して下さい。 

 

(7) 待機系側サーバ(ExchangeServer が動作していない側のサーバ)上でESMPRO/ ServerAgent 関連の

サービスの起動時または Windows2003 のパフォーマンスモニタを起動するタイミングで

Windows2003のイベントログに以下のログがエントリされることがあります。 

これは待機系側サーバにExchangeServerをインストールした切替パーティションが接続されてい

ないことに起因します。異常ではありません。 
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(実際には 上記のダイアログの MSExchangeXX に Exchange の各サービス名が、DLL のファイルパスに

パフォーマンスデータを提供する DLLのパス名が表示されます.) 

 

(8) オンラインフェイルオーバ/バック（フェイルオーバグループの移動）を行うときは、必ず切り替

えパーティションがアクセスされていない状態で行って下さい。切替パーティションから起動して

いるアプリケーション（Exchange システムマネージャ等）や、切替パーティションを開いている

エクスプローラ等が有る場合は、必ずそれらを終了した後オンラインフェイルオーバ/バックを実

行して下さい。（切替パーティションの切り離しに失敗し、サーバ シャットダウンが発生します） 

 

(9) X.400(MTA)キューデータおよび、SMTPキューデータの格納先の変更はできません。 

 

(10) ActiveDirectoryサーバとKerberos認証サーバは、異なるサーバに配置しないでください。 

 

(11) フェイルオーバのタイミングで、イベントログに下記エラーが記録されることがありますが、

動作に支障はありません。 

「Microsoft Exchange System Attendant により、Exchange サーバー '<仮想コンピュータ名>' の

発行済みセキュリティ データから不整合が検出されました。このサーバーの暗号化キーが変更さ

れた可能性があります。」 

※ その他、クラスタ環境で Exchange を使用した際にエントリされる、動作に支障のないエラー 

メッセージがあります。詳しくは、Microsoft社のKnowledgeBase等を参照ください。 

 

(12) Exchange2003 の Service Pack 1 で追加された、Exchange 構築後のドメイン名変更機能は、未

サポートです。 

 

(13) 一つのグループに、同一のリソースタイプのExchangeリソースを複数登録することはできませ

ん。 

 

 


