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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 Ver6.0 および CLUSTERPRO for Windows Ver7.0、CLUSTERPRO for Windows 

Ver 8.0 を対象としています。CLUSTERPRO for Windows Ver7.0、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 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。 
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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。 
 
 

  【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 インターネット 

1.1 IIS(Internet Information Server/Service) 
 

1.1.1 機能概要 

CLUSTERPRO でサポートする IIS は、Windows2000 Server の標準機能で提供する

Internet Information Server 5.0 と、Windows2003 Server の標準機能で提供する

Internet Information Service 6.0 です。 
クライアントからの接続方式として従来からの仮想 IP アドレス接続に加え、フローティ

ング IP アドレスでも接続可能です。 
本章では、仮想 IP アドレス接続について記述しますが、フローティング IP アドレスを

ご使用になる場合は、仮想 IP アドレスをフローティング IP アドレスに読み替えてくだ

さい。 
 

(1)IIS 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、そのコンテンツを切替パー

ティションに適用することで、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)IISの運用形態は片方向スタンバイ型と双方向スタンバイ型があります。 

  片方向スタンバイ型は、２～４ノードの全てのノードまたは、一部のノードに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コンテンツを使用して、IISサービスを継続し

ます。 

  双方向スタンバイ型は、２～４ノード内の２ノードのみに２つのフェイルオーバポリシを

設定し、各ノードで IIS サービスを提供しながら、それぞれが、それぞれの待機系となり

ます。どちらかのノードで障害が発生すると、もう一方のノードでフェイルオーバグルー

プリソースを引き継ぎ、従来のコンテンツと引き継いだコンテンツを継続して提供します。 

 

     【 片方向スタンバイ型 】 

• 全ノード使用 

図１は４ノード全てにIIS用のフェイルオーバグループ１つ(ポリシSV1,SV2,SV3,SV4)を設定し、

SV1を 高プライオリティノード、SV2,SV3,SV4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、仮想IPアドレスを指定して接続します。 
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クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

IISｻｰﾋﾞｽ

図 １ 通常運用状態（片方向スタンバイ型 全ノード使用）

CLUSTERPRO
マネージャ

現用系 待機系１ 待機系２ 待機系３

IP:xx.xx.xx.1に接続

 

SV1に障害が発生すると、プライオリティ２位のSV2にフェイルオーバします。同様にSV2がダウ

ンした場合、SV3へフェイルオーバ、SV3がダウンした場合は図２のようにSV4でIISサービスが提

供されます。 

フェイルオーバが完了すると、新現用系でIISサービスが起動し、仮想IPアドレス、切替パーティ

ションのコンテンツが新現用系に移行する為、クライアントはノードが替わったことを意識せず

に、同一の仮想IPアドレスで接続することが可能です。 

クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

IISｻｰﾋﾞｽ

図 ２ フェイルオーバ後（SV1～3ダウン）

CLUSTERPRO
マネージャ

新現用系

IP:xx.xx.xx.1に接続

 

 

• 一部ノード使用 

図３は４ノード中、SV1,SV2の２ノードに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。

SV3,SV4は使用しません。 
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クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

IISｻｰﾋﾞｽ

図 ３ 通常運用状態（片方向スタンバイ型 ２ノード使用）

CLUSTERPRO
マネージャ

現用系 待機系

IP:xx.xx.xx.1に接続

 

SV1に障害が発生すると、図４のようにSV2でIISサービスが提供されます。 

クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

IISｻｰﾋﾞｽ

図 ４ フェイルオーバ後（SV1ダウン）

CLUSTERPRO
マネージャ

新現用系

IP:xx.xx.xx.1に接続

 

 

     【 双方向スタンバイ型 】 

図５は４ノード中、SV1,SV2の２ノードに２つのフェイルオーバグループ(グループ１，グルー

プ２)を作成し、SV1はグループ１の現用系、グループ２の待機系として動作、SV2がグループ２の

現用系、グループ１の待機系として動作しているときの構成図です。 

双方向スタンバイ型の待機系では対応する現用系の仮想IPアドレスを仮想サイトとして設定し

ます(現用系では既定のサイトとして設定)。 

SV1／SV2各々でIISコンテンツが提供されており、クライアントは仮想IPアドレスで切り分ける

ことにより、それぞれのサイトを閲覧することが出来ます。 
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クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

図 ５ 通常運用状態（双方向スタンバイ型）

CLUSTERPRO
マネージャ

IP:xx.xx.xx.1に接続

IP:xx.xx.xx.2に接続

ｸﾞﾙｰﾌﾟ1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ2
ＩＩＳサービス

仮想
サイト

ＩＩＳサービス

仮想
サイト

 

SV1で障害が発生し、フェイルオーバが完了すると、図６のようにSV1が持っていたグループ１

の仮想IPアドレスと、切替パーティションがSV2に移行します。SV2は２つの仮想IPアドレスと、

２つの切替パーティションを持つことになります。 

また、SV2がダウンした場合も同様に、SV1で２つのコンテンツを提供します。 

クライアントは、通常運用時と変わりなくそれぞれのサイトを閲覧することが可能です。 

クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

ｸﾞﾙｰﾌﾟ1

図 ６ フェイルオーバ後（SV1ダウン）

CLUSTERPRO
マネージャ

IP:xx.xx.xx.1に接続

IP:xx.xx.xx.2に接続

ｸﾞﾙｰﾌﾟ2
ＩＩＳサービス

仮想
サイト
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1.1.2 機能範囲 

IISのWeb，FTP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。 

 SMTPサービス,NNTPサービスはクラスタ環境ではサポート致しません。 

1.1.3 動作環境 

IIS5.0は、Windows2000 Serverの標準インストール環境で動作します。 

IIS6.0は、Windows2003 Serverの標準インストール環境で動作します。 

1.1.4 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IISをインストールし、ホー

ムディレクトリ(wwwroot，ftproot)は切替パーティションにインストールします。 

    IIS 5.0と、IIS 6.0のインストール手順、動作スクリプトに差異はありません。 

     

     【 片方向スタンバイ型 】 

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。 

・ 仮想IPアドレス 

・ 切替パーティション（コンテンツを格納するのに充分な大きさを確保） 

・ 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） 

仮想コンピュータ名を登録し使用することもできますが、設定が必要になる場合があります。注

意事項で詳細を確認後、使用してください。 

(1) 片方向スタンバイ型のインストール手順は、以下の通りです。 

・ 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為） 

・ コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」の「Windows コンポーネントの

追加と削除」からインターネットインフォメーションサービス(IIS)をインストール 

・ IIS のサブコンポーネントの「NNTP Service」，「SMTP Service」のチェックを外し、

「WWW(World Wide Web)サーバー」,「FTP(File Transfer Protocol)サーバー」をチェッ

クし、インストール 

 

(2) 管理ツールの「インターネットサービスマネージャ(Windows2003 Serverの場合 インター

ネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ)」で、「既定のWebサイト」と「既定の

FTP サイト」のホームディレクトリのローカルパスを切り替えパーティションのディレクトリ

に変更してください。 

 

(3) IISインストール後、管理ツールの「サービス」で以下を行ってください。 

・ サービス項目より、「FTP Publishing Service」選択 

・ スタートアップボタン選択 

・ 「スタートアップの種類」を「手動」に指定 

・ 同様に「World Wide Web Publishing Service」も「手動」に指定 

（IIS Admin Serviceは手動起動にする必要はありません） 

 

(4) IIS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)～(3)

の操作を繰り返してください。 

 

(5) フェイルオーバポリシの対象となるノード全てに IIS をインストールした後、CLUSTERPRO

マネージャからクラスタシャットダウンを行い、再起動してください。 
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   【 双方向スタンバイ型 】 

フェイルオーバグループを以下のリソースで２つ作成してください。 

・ 仮想IPアドレス 

・ 切替パーティション（コンテンツを格納するのに充分な大きさを確保） 

・ スクリプト（双方向スタンバイ型のスクリプトサンプルを登録） 

 

(1) 双方向スタンバイ型のインストール手順は、以下の通りです。 

・ フェイルオーバグループ１をSV1で起動（切替パーティション１にアクセスできるように

する為） 

・ コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」の「Windows コンポーネントの

追加と削除」からインターネットインフォメーションサービス(IIS)をインストール 

・ IIS のサブコンポーネントの「NNTP Service」，「SMTP Service」のチェックを外し、

「WWW(World Wide Web)サーバー」,「FTP(File Transfer Protocol)サーバー」をチェッ

クし、インストール 

 

(2) SV1 の管理ツールの「インターネットサービスマネージャ(Windows2003 Server の場合 イ

ンターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ)」で、「既定のWebサイト」と「既

定のFTPサイト」のホームディレクトリのローカルパスを切り替えパーティション１のディレ

クトリに変更してください。 

 

(3) SV1の管理ツールの「サービス」で以下を行ってください。 

・ サービス項目より、「FTP Publishing Service」選択 

・ スタートアップボタン選択 

・ 「スタートアップの種類」を「手動」に指定 

・ 同様に「World Wide Web Publishing Service」も「手動」に指定 

（IIS Admin Serviceは手動起動にする必要はありません） 

 

(4) SV2についても同様にインストールします。 

・ フェイルオーバグループ２をSV2で起動（切替パーティション２にアクセスできるように

する為） 

・ コントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」の「Windows コンポーネントの

追加と削除」からインターネットインフォメーションサービス(IIS)をインストール 

・ IIS のサブコンポーネントの「NNTP Service」，「SMTP Service」のチェックを外し、

「WWW(World Wide Web)サーバー」,「FTP(File Transfer Protocol)サーバー」をチェッ

クし、インストール 

 

(5) SV2 の管理ツールの「インターネットサービスマネージャ(Windows2003 Server の場合 イ

ンターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ)」で、「既定のWebサイト」と「既

定のFTPサイト」のホームディレクトリのローカルパスを切り替えパーティション２のディレ

クトリに変更してください。 

 

(6) SV2の管理ツールの「サービス」で以下を行ってください。 

・ サービス項目より、「FTP Publishing Service」選択 

・ スタートアップボタン選択 

・ 「スタートアップの種類」を「手動」に指定 

・ 同様に「World Wide Web Publishing Service」も「手動」に指定 

（IIS Admin Serviceは手動起動にする必要はありません） 
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(7) フェイルオーバグループ１をSV2に移動してください。 

 

(8) SV2 の管理ツールの「インターネットサービスマネージャ(Windows2003 Server の場合 イ

ンターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ)」で、Web サイトを新規作成して

ください。設定の際、新規のWeb サイトで使用するIP アドレスは、フェイルオーバグループ

１に登録している仮想IPアドレス、ホームディレクトリパスは、手順(2)でSV1に設定したディ

レクトリパスを指定してください。 

FTPについても同様にFTPサイトを新規追加してください。 

 

(9) フェイルオーバグループ１とフェイルオーバグループ２をSV1に移動してください。 

 

(10) SV1 の管理ツールの「インターネットサービスマネージャ(Windows2003 Server の場合 イ

ンターネットインフォメーションサービス(IIS)マネージャ)」で、Web サイトを新規作成して

ください。設定の際、新規のWeb サイトで使用するIP アドレスは、フェイルオーバグループ

２に登録している仮想IPアドレス、ホームディレクトリパスは、手順(5)でSV2に設定したディ

レクトリパスを指定してください。 

FTPについても同様にFTPサイトを新規追加してください。 

 

(11) フェイルオーバポリシの対象となる２つのノードに IIS をインストール／設定した後、

CLUSTERPROマネージャからクラスタシャットダウンを行い、再起動してください。 

 

1.1.5 スクリプトサンプル 

IISのサービスの起動と停止方法には、「net start」と「net stop」コマンドを使用する方法

と「ARMLOAD」と「ARMKILL」コマンドを使用する方法があります。 

ドキュメント内では「ARMLOAD」と「ARMKILL」を使用した例を紹介します。 

「net start」と「net stop」を使用する場合は、スクリプト内に「ARMLOG」を使用して、スク

リプトの実行をログに記録することをお勧めします。 
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1.1.5.1 片方向スタンバイ型 

 

開始スクリプト(START.BAT) 

Rem *************************************** 
Rem *              start.bat               * 
Rem *                                     * 
Rem * title   : start script file sample     * 
Rem * version : 002.00                     * 
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 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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
GOTO EXIT 
 
Rem *************************************** 
Rem リカバリ対応処理 
Rem *************************************** 
:RECOVER 
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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 *************************************** 
: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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC  
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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 CLUSTERPRO 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG "CLUSTERPRO が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 
exit 
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終了スクリプト(STOP.BAT) 

Rem *************************************** 
Rem *              stop.bat                * 
Rem *                                     * 
Rem * title   : stop script file sample        * 
Rem * version : 002.00                      * 
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 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 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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 ************* 
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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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
GOTO EXIT 
 
Rem *************************************** 
Rem 例外処理 
Rem *************************************** 
Rem CLUSTERPRO 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG " CLUSTERPRO が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 
exit 
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1.1.5.2 双方向スタンバイ型 

開始スクリプト(START.BAT) 

Rem *************************************** 
Rem *              start.bat               * 
Rem *                                     * 
Rem * title   : start script file sample        * 
Rem * version : 002.00                      * 
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 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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
GOTO EXIT 
 
Rem *************************************** 



19 

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 *************************************** 
: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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 CLUSTERPRO 未動作 



20 

: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) 

 双方向スタンバイ型の終了スクリプトは、片方向スタンバイ型の終了スクリ

プトと同じです。片方向スタンバイ型の終了スクリプトを参照してください。 
 

1.1.6 注意事項 

(1) 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。この場合、仮想サイト

を使用する双方向スタンバイ型では、フェイルオーバ後にフェイルオーバ先ノード

の実 IP アドレスにアクセスするため、仮想サイトへアクセスできません。 
また、片方向スタンバイ型でもリモート 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。 
 

(2) サイトのプロパティについて。 
双方向スタンバイ型の場合、管理コンソールのサイトのプロパティでは、仮想 IP
アドレスを明示的に指定してください。 
「未使用の IP アドレスすべて」を指定した場合、意図したコンテンツに接続でき

ない可能性があります。 
 
(3) イベントログについて。 

双方向スタンバイ型運用では、イベントログに、イベントID：101「サーバはディレクトリ

に仮想ルートを追加できませんでした」やイベントID：105「サービスはインスタンスをバ

インドできませんでした。」という旨のメッセージがエントリされます。これは通常運用時

に仮想サイトや仮想ディレクトリが切替パーティションに接続できないことや、仮想IPアド

レスにバインドできないためエントリされるものです。システムに異常はありません。 
 
IIS 5.0では、サーバ起動後イベントログに、イベントID：1003 「パフォーマンスデータを

照会できません」や、イベントID：1000 「パフォーマンス統計を収集できません」のエラー

がエントリされますが、システムに異常はありません。 
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(4) フェイルオーバ中にサービスが一時停止します。 
双方向スタンバイ型運用でフェイルオーバする場合、フェイルオーバ先ノードでコンテンツ

を取得するために一旦サービスを停止し、再起動します。 
このため、従来のコンテンツ提供も一時停止します。 
 

(5) 匿名ユーザアカウントのアクセス権について。 
匿名ユーザアカウントのアクセス権を変更する場合は、全てのノードの匿名ユーザアカウン

トのアクセス権が同一になるよう設定してください。 
全てのノードが同一ドメイン内（信頼関係のあるドメイン間も含む）の構成であれば、グロー

バルアカウント（ドメインアカウント）を作成し、全ノードの IIS の匿名アクセスで使用す

るアカウントに設定してください。 
匿名ユーザアカウントのアクセス権には、ローカルログオンの権限を与えてください。 
 
グローバルアカウントの作成、アクセス権の設定は、「Active Directory ユーザとコンピュー

タ」、「ドメインコントローラセキュリティポリシー」を使用してください。 
 

(6) Ｗｅｂアプリケーション構築について。 
IISが提供しているAPI(Internet Server API)やActiveXなどを使用し、Webアプリケーショ

ンを構築する場合、Webアプリケーションが、”World Wide Web Publishing Service”サービ

スの停止処理を阻害することがあります。 
CLUSTERPRO ではグループ停止時に管理対象のサービスを停止しますが、上記のように

Web アプリケーションによって停止処理が阻害されると、停止に失敗します。Web アプリ

ケーションを構築する場合は、”World Wide Web Publishing Service”サービスの停止に影響

がないことを十分に評価・確認してください。 
 

(7) IndexServer について。 
IndexServer を使用する場合は、サービスを手動起動に設定し、スクリプトから起動／停止

してください。IndexServerのサービスは、IISより後に起動し、IISより先に停止してくだ

さい。IndexServerのサービス名は、”Indexing Service”サービスになります。 
 

(8) ServicePack 適用について。 
IISの修正及び機能強化は、ServicePackで提供されます。そのため、IISインストール後は

再度、ServicePackを適用する必要があります。 
 
(9) Windows 2003 Server SP1(FW 有効)環境の利用時の注意事項 

           
 Windows 2003 ServerにServicePack 1を適用後、ファイアウォールの設定を有効にした際、

IIS にて使用しておりますポートも含め、全てのポートが使用不可になります。以下の手順に

よりポートを使用できるように設定して下さい。 
 
1. 「スタート」→「コントロールパネル」→「Windows ファイアウォール」を起動します。 
2. 「全般」タグを選択し、「有効」をクリックします。 
  注)「例外を許可しない」のチェックは付けないで下さい。 
3. 「例外」タグを選択します。 
4. ポートの追加をクリックします。 
5. ポート名称及びポート番号(IIS のデフォルトのポート番号を使用する場合は"80"を入力しま

す)を入力し、「OK」をクリックします。 
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1.1.7 その他 

図７の双方向スタンバイ型でCLUSTERPROマネージャからオンラインで通常運用状態に戻すには、

以下の手順で行ってください。 

・ グループ１をSV1に移動 

（SV2のサービスを停止し、コンテンツを解放。グループ１がSV1で起動される。） 

・ グループ２を停止 

（CLUSTERPROマネージャ側ではSV2のサービス停止を認識していない為、停止させる。） 

・ グループ２を開始 

（SV2のサービス起動。） 

グループ1がSV2にフェイルオーバした状態では、SV2では1つのIISサービスの上で2つのサイト

が業務を実行しています(図7の状態）。 

ここで、グループ1をSV1にフェイルバックするためには、グループ1のサイトをSV2で停止する

必要があります。 

しかし、スクリプトからはIISの特定のサイトのみを停止させることができないため、IISのサー

ビスを停止させます。このとき、グループ2のサイトも停止してしまうため、グループ2のサイト

を再起動させます。したがって、グループ2を一度停止してからSV2で再起動することになります。 

 

クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

ｸﾞﾙｰﾌﾟ1

図 ７ フェイルオーバ後（SV1ダウン）

CLUSTERPRO
マネージャ

IP:xx.xx.xx.1に接続

IP:xx.xx.xx.2に接続

ｸﾞﾙｰﾌﾟ2

 

 

クラスタシャットダウン（再起動）により通常運用状態に戻すことも可能です。 

ただし、サーバの再起動に時間を要するため、上記のグループ移動・再起動の方が業務停止時

間を短くすることができます。 

 



23 

1.2  dbMail 
 

1.2.1 機能概要 

クライアントからの接続方式として従来からの仮想 IP アドレス接続に加え、フロー

ティング IP アドレスでも接続可能です。 
本章では、仮想 IP アドレス接続について記述しますが、フローティング IP アドレス

をご使用になる場合は、仮想 IP アドレスをフローティング IP アドレスに読み替えてく

ださい。 
 

(1)dbMail を切替パーティションにインストールすることで、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)dbMail の運用形態はシングルスタンバイ型です。 

  シングルスタンバイ型は、全てのノードまたは、一部のノードに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コンテンツを使用して、dbMailサービスを継続します。 

     【 シングルスタンバイ型 】 

 

図１は４ノードにdbMail用のフェイルオーバグループ１つ(ポリシSV1→SV2→SV3→SV4)を設定

し、SV1を 高プライオリティノード、SV2,SV3,SV4を待機系ノードとして動作させるときの構成

図です。 

dbMailからメールサーバに接続し、メールによる業務を受け付けます。 

メールサーバ

SV1 SV2 SV3 SV4

dbMailｻｰﾋﾞｽ

図　１　通常運用状態（シングルスタンバイ型 ４ノード使用）

ARMマネージャ

現用系 待機系１ 待機系２ 待機系３

メールサーバに接続

メーラ

RDB

切替ディスク

 

 

SV1に障害が発生すると、プライオリティ２位のSV2にフェイルオーバします。同様にSV2がダウ

ンした場合、SV3へフェイルオーバ、SV3がダウンした場合は図２のようにSV4でdbMailサービスが

提供されます。 

フェイルオーバが完了すると、新現用系でdbMailサービスが起動し、仮想IPアドレス、切替パー

ティションのコンテンツが新現用系に移行する為、ノードが替わったことを意識せずに、dbMail



24 

を利用することが可能です。 

メールサーバ

SV1 SV2 SV3 SV4

dbMailｻｰﾋﾞｽ

図　２　フェイルオーバ後（SV1～3ダウン）

ARMマネージャ

新現用系

メールサーバに接続

メーラ

RDB

切替ディスク

 

 

     

 

1.2.2 機能範囲 

dbMail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。 

 

1.2.3 動作環境 

dbMailはIIS4.0またはIIS5.0がインストールされた環境で動作します。 

IIS2.0、IIS3.0はクラスタ対応していませんので、dbMailを使用される場合は、IIS4.0または

IIS5.0を再インストールしてご利用ください。IISのインストール方法はIISの章を参照してくだ

さい。 

 

1.2.4 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切替パーティションに dbMail をインストールし

ます。インストール時dbMailのサービスへの登録を同時におこなうため、各ノードから、同じディ

レクトリにインストールしてください。 

      

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。 

・ 仮想IPアドレス 

・ 切替パーティション（コンテンツを格納するのに充分な大きさを確保） 

・ スクリプト（シングルスタンバイ型のスクリプトサンプルを登録） 

・ レジストリ（“HKEY_LOCAL_MACHINE\software\nec\dbMail”を設定してください） 

 

以下の手順でインストールしてください。 
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<IIS4.0 (WindowsNT) の場合> 

(1) dbMailをインストールするノードで、フェイルオーバグループを起動（切替パーティショ

ンにアクセスできるようにする為） 

 

(2) dbMailをインストール。(切替パーティションにdbMailを格納してください。) 

 

(3) dbMailインストール後、コントロールパネルの「サービス」で以下をおこなってください。 

・ サービス項目より、「dbMail Service」選択 

・ スタートアップボタン選択 

・ 「スタートアップの種類」を「手動」に指定 

注）「IIS Admin Service」「World Wide Web Publishing Service」も「手動」になっ 

  ていることを確認しておいてください。 

 

(4) dbMail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)

～(3)の操作を繰り返してください。切替パーティションに上書きすることになります。 

 

(5) フェイルオーバポリシの対象となるノード全てに dbMail をインストールした後、

CLUSTERPROマネージャからクラスタシャットダウンをおこない、再起動してください。 

 

<IIS5.0 (Windows2000) の場合> 

(1) dbMailをインストールするノードで、フェイルオーバグループを起動（切替パーティショ

ンにアクセスできるようにする為） 

 

(2) dbMailをインストール。(切替パーティションにdbMailを格納してください。) 

 

(3) dbMailインストール後、管理ツールの「サービス」で以下をおこなってください。 

・ サービス項目より、「dbMail Service」選択 

・ プロパティを表示 

・ 「全般タグ」の「スタートアップの種類」を「手動」に指定 

注）「World Wide Web Publishing Service」も「手動」になっていることを確認してお

いてください。 

 

(4) dbMail環境支援ユーティリティで環境設定をおこなってください。 

 

(5) dbMail 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)

～(4)の操作を繰り返してください。切替パーティションに上書きすることになります。 

 

(6) フェイルオーバポリシの対象となるノード全てに dbMail をインストールした後、

CLUSTERPROマネージャからクラスタシャットダウンをおこない、再起動してください。 

   

1.2.5 スクリプト作成の注意事項 

スタートスクリプトではIIS起動後にdbMailのサービスを起動してください。また、dbMailが利

用し、クラスタがサポートしているアプリケーションを同一グループで起動する場合、dbMail起

動に先立ち以下の順に起動してください。（同一グループで起動しないメールサーバやRDBを使用

する場合は、これらに関するスクリプトを記述する必要はありません） 

IIS → メールサーバ → RDB → dbMail 
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ストップスクリプトではIIS終了前にdbMailのサービスを終了してください。また、dbMailが利

用し、クラスタがサポートしているアプリケーションを同一グループで起動する場合、dbMail終

了の後、以下の順に終了してください。（同一グループで起動しないメールサーバやRDBを使用す

る場合は、これらに関するスクリプトを記述する必要はありません） 

dbMail →  RDB → メールサーバ → IIS 

 

1.2.6 スクリプトサンプル 

dbMailと同一グループでメールサーバ、RDBを利用する場合は、以下の例の下線をつけたrem文

の個所にスクリプトを記してください。 

 ARMLOADの監視モードオプションは記述しないでください。 

 

注）dbMailと同一グループで起動できるRDBとしてOracle、SQLサーバがあります。スクリプト 

  の記述の方法については、各章を参照してください。 

注）dbMailと同一グループで起動できるメールサーバとしてExchange Serverがあります。ス 

  クリプトの記述の方法については、Exchange Serverの章を参照してください。 

注) ARMLOADの監視モードオプションについては、コマンドリファレンスの章を参照してください。 

 

図　３　通常運用状態（シングルスタンバイ型２ノード使用）

ARMマネージャ

メーラ

ＲＤＢ

 RDBWAVE

dbMailサービス

SV1現用系 SV2待機系

切替ディスク

メールサーバ
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<IIS4.0 (WindowsNT) の場合> 

スタートスクリプト(START.BAT) 

Rem *************************************** 
Rem *              start.bat               * 
Rem *                                     * 
Rem * title   : start script file sample     * 
Rem * version : 001.00                     * 
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 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 ************* 
ARMLOAD ADMService /S IISADMIN 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail 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 ************* 
ARMLOAD ADMService /S IISADMIN 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail Service" 
GOTO EXIT 
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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 *************************************** 
: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 ************* 
ARMLOAD ADMService /S IISADMIN 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail 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 ************* 
ARMLOAD ADMService /S IISADMIN 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail Service" 
GOTO EXIT 
 
Rem *************************************** 
Rem 例外処理 
Rem *************************************** 
 
Rem ディスク関連エラー処理 
:ERROR_DISK 
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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 CLUSTERPRO 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG "CLUSTERPRO が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 
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<IIS5.0 (Windows2000) の場合> 

スタートスクリプト(START.BAT) 

Rem *************************************** 
Rem *              start.bat               * 
Rem *                                     * 
Rem * title   : start script file sample     * 
Rem * version : 002.00                     * 
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 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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail 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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail Service" 
GOTO EXIT 
 
Rem *************************************** 
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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 *************************************** 
: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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail 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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
ARMLOAD DBMSVC /S "dbMail 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 CLUSTERPRO 未動作 
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:no_arm 
ARMBCAST /MSG "CLUSTERPRO が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 

 



33 

<IIS4.0 (WindowsNT) の場合> 

ストップスクリプト(STOP.BAT) 

Rem *************************************** 
Rem *              stop.bat                * 
Rem *                                     * 
Rem * title   : stop script file sample        * 
Rem * version : 001.00                      * 
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 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 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 ************* 
ARMKILL DBMSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
ARMKILL ADMService 
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 ************* 
ARMKILL DBMSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
ARMKILL ADMService 



34 

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 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 ************* 
ARMKILL DBMSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
ARMKILL ADMService 
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 ************* 
ARMKILL DBMSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
ARMKILL ADMService 
GOTO EXIT 
 
Rem *************************************** 
Rem 例外処理 
Rem *************************************** 
rem CLUSTERPRO 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG " CLUSTERPRO が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 
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<IIS5.0 (Windows2000) の場合> 

ストップスクリプト(STOP.BAT) 

Rem *************************************** 
Rem *              stop.bat                * 
Rem *                                     * 
Rem * title   : stop script file sample        * 
Rem * version : 002.00                      * 
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 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 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 ************* 
ARMKILL DBMSVC  
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 ************* 
ARMKILL DBMSVC  
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 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 ************* 
ARMKILL DBMSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 ************* 
ARMKILL DBMSVC 
Rem 同一フェイルオーバグループの RDB のサービスはここに記述 
Rem 同一フェイルオーバグループのメールサーバのサービスはここに記述 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
GOTO EXIT 
 
Rem *************************************** 
Rem 例外処理 
Rem *************************************** 
rem CLUSTERPRO 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG " CLUSTERPRO が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 
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1.2.7 アンインストール 

以下の手順でアンインストールしてください。 
 
①フェイルオーバグループに指定されているレジストリから dbMail の情報 

(HKEY_LOCAL_MACHINE¥software¥nec¥dbMail)を削除します。 
②START.BAT スクリプト内に記述されている dbMail のサービス起動をすべて rem

文または削除します。 

STOP.BAT スクリプト内に記述されている dbMail のサービス停止をすべて rem

文または削除します。 

③フェイルオーバグループをアンインストールするノードで起動して、アンイン

ストールを実行します。 

注) dbMail をインストールしたすべてのサーバに対してアンインストールを実

行します。 
 

1.2.8 注意事項 

(1) ARM を使ってグループを移動するとき dbMail モニタ、dbMail 業務支援ユー

ティリティ、dbMail 環境支援ユーティリティを終了させておいてください。 
dbMail モニタ、dbMail 業務支援ユーティリティ、dbMail 環境支援ユーティリ

ティを起動したままグループを移動しますと、移動前の現用系サーバがシャッ

トダウンします。不要なアプリケーションは終了しておいてください。 
 
(2) グループの移動中にサービスが一時停止します。 

グループの移動中、移動先ノードで再度 dbMail を起動するため一旦サービスを

停止します。このため、dbMail で指定したメール受信間隔の時間通りに処理で

きない場合があります。 
 
(3) データベース更新中はグループを移動しないでください。 

データベース更新中に、グループを移動しますと、正しく更新されない場合が

あります。データベースの更新中にグループを移動しないようにしてください。 
 
(4) メールサーバ、RDB は、アプリケーションによってクラスタ対応でないものが

あります。 
システム全体でのフェイルオーバを必要とする場合、クラスタに対応したアプ

リケーションを選択して使用してください。 
 

(5) 時間のかかる業務実行中、グループを移動するとメールロストする場合があり

ます。CLUSTERPRO を使ってグループを移動するとき、実行中の業務がない

ことを確認してから移動してください。また、フェイルオーバが発生した場合、

ログなどを確認してメールロストの有無を確認してください。 

 

(6) クラスタシステム上で、dbMail がサポートしている連携アプリケーションには

WEB harmo/RDBEUF Ver2.0 と IIS があります。 

 

(7) スタートスクリプトに記述する ARMLOAD の監視モードオプションは記述しないでく

ださい。 
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1.3 WEB harmo/RDBEUF Ver2.0 
 

1.3.1 機能概要 

クライアントからの接続方式として従来からの仮想 IP アドレス接続に加え、フロー

ティング IP アドレスでも接続可能です。 
本章では、仮想 IP アドレス接続について記述しますが、フローティング IP アドレス

をご使用になる場合は、仮想 IP アドレスをフローティング IP アドレスに読み替えてく

ださい。 
 
(1)WEB harmo/RDBEUF Ver2.0を切替パーティションにインストールすることで、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) WEBharmo/RDBEUF VER2.0の運用形態はシングルスタンバイ型です。 

  シングルスタンバイ型は、全てのノードまたは、一部のノードに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コンテンツを使用して、WEBharmo/RDBEUF VER2.0 を継続し

て利用できます。 

 

     【 シングルスタンバイ型 】 

図１は４ノードにWEBharmo/RDBEUF VER2.0用のフェイルオーバグループ１つ(ポリシSV1→SV2

→SV3→SV4)を設定し、SV1を 高プライオリティノード、SV2,SV3,SV4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、仮想IPアドレスを指定して接続します。 

SV1 SV2 SV3 SV4

RDBWAVE

図　１　通常運用状態（シングルスタンバイ型 ４ノード使用）

ARMマネージャ

現用系 待機系１ 待機系２ 待機系３

IP:xx.xx.xx.1に接続
ブラウザ

RDB

切替ディスク

 

SV1に障害が発生すると、プライオリティ２位のSV2にフェイルオーバします。同様にSV2がダウ

ンした場合、SV3へフェイルオーバ、SV3がダウンした場合は図２のようにSV4でIISサービスが提

供されます。 

フェイルオーバが完了すると、仮想IPアドレス、切替パーティションのコンテンツが新現用系

に移行する為、クライアントはノードが替わったことを意識せずに、同一の仮想IPアドレスで接

続することが可能です。 
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ブラウザ

SV1 SV2 SV3 SV4

WEBHarmo/RDBE
UF Ver2.0

図 ２ フェイルオーバ後（SV1～3ダウン）

ARMマネージャ

新現用系

IP:xx.xx.xx.1に接続

RDB

切替ディスク

 

     

 

1.3.2 機能範囲 

WEBharmo/RDBEUF VER2.0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。 

 

1.3.3 動作環境 

WEBharmo/RDBEUF VER2.0はIIS4.0またはIIS5.0がインストールされた環境で動作します。 

IIS2.0、IIS3.0はクラスタ対応していませんので、WEBharmo/RDBEUF VER2.0をご使用される場

合は、IIS4.0またはIIS5.0を再インストールしてご利用ください。IISのインストール方法はIIS

の章を参照してください。 

 

1.3.4 インストール手順 

フェイルオーバポリシの対象となる 高プライオリティのノードでグループを起動して、切替

パーティションにWEBharmo/RDBEUF VER2.0をインストールします。 

      

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。 

・ 仮想IPアドレス 

・ 切替パーティション（コンテンツを格納するのに充分な大きさを確保） 

 

以下の手順でインストールしてください。 

 <IIS4.0 (WindowsNT) の場合> 

(1) WEBharmo/RDBEUF VER2.0をインストールするノードでフェイルオーバグループを起動。 

 

(2) WEBharmo/RDBEUF VER2.0をインストール。(切替パーティションにWEBharmo/RDBEUF VER2.0
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を格納してください。) 

 

(3) IISで、WEBharmo/RDBEUF VER2.0起動のURLを設定してください。 

 

(4) コントロールパネルのODBCで、WEBharmo/RDBEUF VER2.0で使用するRDBについてデータソー

スの設定をしてください。 

 

(5) ARMマネージャからクラスタシャットダウンをおこない、再起動してください。 

    

<IIS5.0 (Windows2000) の場合> 

 

(1) WEBharmo/RDBEUF VER2.0をインストールするノードでフェイルオーバグループを起動。 

 

(2) WEBharmo/RDBEUF VER2.0をインストール。(切替パーティションにWEBharmo/RDBEUF VER2.0

を格納してください。) 

 

(3) IISで、WEBharmo/RDBEUF VER2.0起動のURLを設定してください。 

 

(4) 管理ツールのODBCで、WEBharmo/RDBEUF VER2.0で使用するRDBについてデータソースの設

定をしてください。 

 

(5)ARMマネージャからクラスタシャットダウンをおこない、再起動してください。 

1.3.5 スクリプト作成の注意事項 

スクリプトを作成する上で、WEBharmo/RDBEUF VER2.0に関する記述はありません。 

 

 

1.3.6 アンインストール 

 以下の手順でアンインストールしてください。 

(1) WEBharmo/RDBEUF VER2.0をアンインストールするノードでフェイルオーバグループを起動。 

 

(2) WEBharmo/RDBEUF VER2.0をアンインストール。 

 

1.3.7 注意事項 

(1) 各ノードの、WEBharmo/RDBEUF VER2.0 の URL，WEBharmo/RDBEUF 
VER2.0 が使用するデータソース の設定  を同一にしてください。 
異なった設定をおこなった場合、正常に動作しない場合があります。

WEBharmo/RDBEUF VER2.0 で使用しないデータソースは、同一である必要は

ありません。 
 
(2) フェイルオーバ中に一時 WEBharmo/RDBEUF VER2.0 が使用できません。 

フ ェ イ ル オ ー バ す る 場 合 、 ノ ー ド の 切 替 時 間 を 要 す た め 、 こ の 間

WEBharmo/RDBEUF VER2.0 が使用できません。 
 

(3) データベース更新中はグループを移動しないでください。 
データベース更新中に、グループを移動しますと、正しく更新されない場合があり
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ます。データベースの更新中にグループを移動しないようにしてください。 
 

(4) RDB によってクラスタ対応でないものがあります。 
システム全体でフェイルオーバを必要とする場合、クラスタに対応したアプリ

ケーションを選択して使用してください。 
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1.4 WEBharmo/OLTP 
1.4.1 機能概要 

WEBharmo/OLTPは、CLUSTERPRO Ver4.0以降のシングルスタンバイ運用、マルチスタンバイ運用に対

応しています。 

WEBharmo/OLTPは、ISAPIエクステンションモジュールとして実装されているので、IIS(Internet 

Information Server)のクラスタ設定によってシングルスタンバイ運用であるかマルチスタンバイ運

用であるかが決まります。IISのクラスタ設定については、『1.1 IIS(Internet Information 

Server/Service)』を参照してください。 

WEBharmo/OLTPは、クラスタ環境においても、実装されている全ての機能が動作します。 

現用系で障害が発生すると、各クライアントが利用していたOLTPサーバとのセションは、放棄され

ます。フェイルオーバ完了後、各クライアントは、シングルサーバの再起動時と同様で、業務への再

接続を行うことにより業務を開始することができます。 

 

1.4.2 機能範囲 

WEBharmo/OLTP は、クラスタ環境においても、通常のシングルサーバ環境と同様に動作します。 

 

1.4.3 動作環境 

WEBharmo/OLTPは、IISがインストールされた環境で動作します。 

CLUSTERPRO/データミラーリングシステム上での動作も保証します。 

 

1.4.4 インストール手順 

【シングルスタンバイ運用】 

(1) 各ノードのローカルディスクにWEBharmo/OLTPをインストールします。 

(2) 各ノードの以下の 2つのディレクトリ配下は、全てのノードのローカルディスクに同じ構成

で作成（コピー)してください。 

・WEBharmo/OLTPインストールディレクトリ￥OLTP￥ENV 

・WEBharmo/OLTPインストールディレクトリ￥OLTP￥PRINT 

 

【マルチスタンバイ運用】 

(1) 各ノードのローカルディスクにWEBharmo/OLTPをインストールします。 

(2) 各ノードの以下の 2つのディレクトリ配下は、全てのノードのローカルディスクに同じ構成

で作成（コピー)してください。 

・WEBharmo/OLTPインストールディレクトリ￥OLTP￥ENV 

・WEBharmo/OLTPインストールディレクトリ￥OLTP￥PRINT 

(3) 各サーバのフェールオーバグループ用の各仮想サイトにMMC(Microsoft® 管理コンソール)を

利用し、そのサーバにインストールされている以下のWEBharmo/OLTPのコンテンツのディレク

トリを仮想ディレクトリとして登録してください。 
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仮想ディレクトリ名 サーバのローカルディスクのディレクトリ 

/WHO WEBharmo/OLTPのインストールディレクトリ\OLTP\ENV\HTM 

/WHO/PRT WEBharmo/OLTPのインストールディレクトリ\OLTP\PRINT\DOC 

/WHO/UTL WEBharmo/OLTPのインストールディレクトリ\OLTP\UTL 

/WHO/SCR WEBharmo/OLTPのインストールディレクトリ\OLTP\WHAPP 

※ “/WHO/PRT”,”/WHO/UTL”は、WEBharmo/OLTP Ver4.0以降のとき設定してください。 

 

仮想ディレクトリの設定は、MMCで以下のように指定してください。 

 

・ ”/WHO”,”/WHO/PRT”,”/WHO/UTL”の場合 

(”/WHO/PRT”,”/WHO/UTL”は、WEBharmo/OLTP Ver4.0以降のとき指定してください) 

ローカルパスは、各仮想ディレクトリの対象となるディレクトリ名にしてください。 

 

・ /WHO/SCR”の場合 
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1.4.5 スクリプト作成の注意事項 

IISのスクリプトが作成されていることが必須です。 

WEBharmo/OLTPの部分送信機能、Web帳票印刷機能を利用する場合は、IIS起動の前に不要となる

ディレクトリまたは、ファイルの削除を行うように設定してください。 

設定方法は、IISのスクリプトが作成されているスタートスクリプト(START.BAT)の、IISを起動さ

せる「net start "IIS Admin Service"」の記述全ての前に、部分送信機能利用のときには、「rmdir 

/S /Q WEBharmo/OLTPインストールディレクトリ\OLTP\TEMP」を、Web帳票印刷機能利用のときには、

「del /S /Q WEBharmo/OLTPインストールディレクトリ\OLTP\PRINT\DOC\*.*」を記述してください。 

IISのスクリプト作成に関しては、『1.1.5 スクリプトサンプル』を参照してください。 

 

1.4.6 注意事項 

(1) WEBharmo/OLTPに同時接続可能なクライアント数は、サーバ毎にインストールされて

いるWEBharmo/OLTPの追加ライセンスパックによって決定されます。各サーバには、

フェイルオーバグループの移動を考慮した追加ライセンスパックをインストールし

てください。 

(2) マルチスタンバイ運用でフェイルオーバする場合、フェイルオーバグループの移動先

でIISのサービスが一旦停止するためISAPIエクステンションモジュールである

WEBharmo/OLTPも停止します。IISの停止については、『1.1.6 注意事項』を参照して

ください。 

(3) WEBharmo/OLTPの運用環境の設定値は、フェイルオーバグループが動作しているサー

バに登録されているWEBharmo/OLTPのレジストリ値となります。したがって、フェイ

ルオーバグループが移動すると、移動した先のサーバに登録されているレジストリ値

がフェイルオーバ後の運用環境設定値となります。 
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1.5 ExpressMail 
 

1.5.1 対応範囲 

 
ExpressMailは、CLUSTERPRO 8.0との以下の組み合わせに対応しています。 

 

 Windows NT4.0 ※1 Windows 2000 ※2
Windows Server 

2003 ※3 

ExpressMail 3.0 △ ○ － 

4.0 △ ○ － 

5.0 △ ○ － 

5.1 △ ○ － 

6.0 △ ○ ○ 

6.1 △ ○ ○ 

 

※1 Windows NT Server 4.0 ( SP4 以降 ) 

△ 対応している組み合わせは CLUSTERPRO 6.0 となります。 

※2 Windows 2000 Server, Windows 2000 Advances Server 
※3 Windows Server 2003 Enterprise Edition( 32 bit ), Windows Server 2003 Standard 

Edition 

   Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Windows Server 2003 Standard x64 

   Edition 

 

1.5.2 機能概要 

(1)ExpressMail 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、そのデータファイ

ルを切替パーティションに適用することで、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)ExpressMail の運用形態はシングルスタンバイ型です。 

  シングルスタンバイ型は、２～４ノードの全てのノードまたは、一部のノードに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データファイルを使用して、

ExpressMailサービスを継続します。 

  

     【 シングルスタンバイ型 】 

図１は４ノード全てにExpressMail用のフェイルオーバグループ１つ(ポリシSV1,SV2,SV3,SV4)

を設定し、SV1を 高プライオリティノード、SV2,SV3,SV4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、仮想IPアドレスを指定して接続します。 
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クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

ExpressMail
ｻｰﾋﾞｽ

図　１　通常運用状態（シングルスタンバイ型 全ノード使用）

ARMマネージャ

現用系 待機系１ 待機系２ 待機系３

IP:xx.xx.xx.1に接続

ExpressMail
ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ

 

 

 

SV1に障害が発生すると、プライオリティ２位のSV2にフェイルオーバします。同様にSV2がダウ

ンした場合、SV3へフェイルオーバ、SV3がダウンした場合は図２のようにSV4でExpressMailサー

ビスが提供されます。 

フェイルオーバが完了すると、新現用系でExpressMailサービスが起動し、仮想IPアドレス、切

替パーティションのデータファイルが新現用系に移行する為、クライアントはノードが替わった

ことを意識せずに、同一の仮想IPアドレスで接続することが可能です。 

 

クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

ExpressMail
ｻｰﾋﾞｽ

図　２　フェイルオーバ後（SV1～3ダウン）

ARMマネージャ

新現用系

IP:xx.xx.xx.1に接続

ExpressMail
ｻｰﾋﾞｽ
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1.5.3 機能範囲 

ExpressMail 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。 

 

1.5.4 動作環境 

ExpressMail は Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Server, Windows Server 2003 環境で

動作します。なお、Windows NT 4.0 には TCP/IPプロトコルがインストールされており、DNS (Domain 

Name Service) が使用可能な設定である必要があります。また、ハードディスクは NTFS でフォー

マットしていることを確認して下さい。 

         ※ 対応 OS は「適応範囲」を御参照下さい。 

 

1.5.5 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ExpressMail をインストール

し、データファイルは切替パーティションにインストールします。 

 

フェイルオーバグループを以下のリソースで１つ作成して下さい。 

・ 仮想IPアドレス 

・ 切替パーティション（メール保存用領域などデータファイルを格納するのに充分な大

きさを確保） 

・ スクリプト（シングルスタンバイ型のスクリプトサンプルを登録） 

・ レジストリ ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\ExpressMail" を登録) 

     ※ レジストリの登録は、全てのサーバへ ExpressMail をインストールした後で登録

して下さい。 

 

         複数サーバ構成時、全てのサーバへのインストールが完了する前にレジストリを

登録した場合、フェイルオーバする場合があります。 

 

(1) インストール手順は、以下の通りです。 

・ 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為） 

・ ExpressMail CD-ROMからセットアップを起動 

・ インストールディレクトリにローカルディスクを指定 (プログラムファイルは、ローカル

ディスクにインストールします) 

・ データ保存用ディレクトリに切替パーティションを指定 (ユーザ情報やメールボックス

などデータファイルは、切替パーティションに作成、保存します) 

・ サービス実行アカウントを「ドメインのアカウント」で指定 (標準的には、"(所属するNT

ドメイン名)\ExpressMail_User" と指定して下さい) 

・ スタートアップの種類に「手動起動に設定」を指定 

・ メールサーバ正式名に仮想IPアドレスに対応するホスト名とドメイン名を指定 

・ その他設定は、メールサーバの環境に応じて指定 

 

(2) ExpressMail 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)の操作を繰り返して下さい。この際、全てのノードの設定内容は、必ず同一にする必要が

ありますが、2 台目以降のセットアップの際にだけ入力を求められる「ファイルセキュリティ

設定」では、「新たにセキュリティを設定」または「設定しない」のいずれかを選択して下さ

い。 
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ExpressMail におきまして、「アカウントの集中管理」機能を御利用の際、以下の設定変更を

お願いします。 

※ 「アカウントの集中管理」は ExpressMail Ver6.0 からの機能となります。 

    ExpressMail Ver5.1 以前におきましてはこの機能はございません。 

 

[設定変更] 

 

※ 対象は「ドメインスレーブ」となります。 

※ ドメインマスタが CLUSTERPRO 構成ではない( 単一マシンである )場合は、対象外となりま

す。 

 

1. 「管理者ガイド」に従い、「アカウントの集中管理」設定を行って下さい。 

 

「アカウントの集中管理」において「マスタホストのIPアドレス」にCLUSTERPRO におけるド

メインマスタとなるいずれかのノードの実 IPを設定して下さい。 

 

2. ドメインスレーブにおいて、以下の手順でファイルを手動で変更して下さい。 

 

   [手順] 

 

   2-1. (ExpressMail データ保存フォルダ)\cfg\servers.txt をテキストエディタで開いて下

さい。 

   2-2. 以下の部分を書き換えて下さい。 

 

        [service] 

        account: 

        domain=slave 

        access_net=www.xxx.yyy.zzz/255.255.255.255 

                                       ̂ ^^^^^↓^^^^^^^ 

                                       255.255.255.0 

 

        ※ 上記「255.255.255.0」は例ですので、環境に合わせて、ドメインマスタのノード全

ての実 IP を含むサブネットマスクを設定して下さい。 

 

   2-3. 上書き保存して、テキストエディタを終了させて下さい。 

   2-4. ドメインスレーブ -> ドメインマスタの順番で、CLUSTERPRO マネージャにおいて、グ

ループの停止/起動を行って下さい。 

 

 ※ ExpressMail マネージャの「Account管理」タブにおきまして、何らかの更新を実施された 

    場合、適用後、上記「設定変更」を実施してください。 

 

1.5.6 スクリプト作成の注意事項 

注意事項はありません。 
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1.5.7 スクリプトサンプル 

 

スタートスクリプト(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 ActiveRecoveryManager 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 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 ExpressMail サービスの開始 
ARMLOAD EMSMTP /S /M "ExpressMail Smtp Service" 
ARMLOAD EMPASS /S /M "ExpressMail Password Service" 
ARMLOAD EMPOP /S /M "ExpressMail Pop Service" 
ARMLOAD EMIMAP /S /M "ExpressMail Imap Service" 
ARMLOAD EMHTTP /S /M "ExpressMail Http Service" 
ARMLOAD EMCRON /S /M "ExpressMail Cron Service" 
ARMLOAD EMLDAP /S /M "ExpressMail Ldap Service" 
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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 
rem (例) ARMBCAST /MSG " 高プライオリティサーバで起動中です" /A 
rem ************* 
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 ************* 
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 *************************************** 
: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 
 
rem ExpressMail サービスの開始 
ARMLOAD EMSMTP /S /M "ExpressMail Smtp Service" 
ARMLOAD EMPASS /S /M "ExpressMail Password Service" 
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ARMLOAD EMPOP /S /M "ExpressMail Pop Service" 
ARMLOAD EMIMAP /S /M "ExpressMail Imap Service" 
ARMLOAD EMHTTP /S /M "ExpressMail Http Service" 
ARMLOAD EMCRON /S /M "ExpressMail Cron Service" 
ARMLOAD EMLDAP /S /M "ExpressMail Ldap Service" 
 
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 ************* 
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 ************* 
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 
 
IF "%ARMS_SERVER%" == "OTHER" GOTO EXIT 
START ARMFOVER %ARMS_GROUPNAME% 
 
GOTO EXIT 
 
 
rem ARM 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG "ActiveRecoveryManager が動作状態にありません" /A 
 
 
 
:EXIT 

 

          ※ /S        : サービス起動を指定します 
             /M        : サービスを監視します。 
                         障害が発生した場合、フェイルオーバします。 
                         障害が発生したサーバをシャットダウンさせます。 
             /FOV      : 障害が発生した場合、フェイルオーバします。 
                         障害が発生したサーバは待機系になります。 

※ 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いたします。 
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ストップスクリプト(STOP.BAT) 

rem *************************************** 
rem *              stop.bat               * 
rem *                                     * 
rem * title   : stop 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 
 
rem ActiveRecoveryManager 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 ExpressMail サービスの停止 
ARMKILL EMSMTP 
ARMKILL EMPASS 
ARMKILL EMPOP 
ARMKILL EMIMAP 
ARMKILL EMHTTP 
ARMKILL EMCRON 
ARMKILL EMLDAP 
 
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終了中です" /A 
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rem ************* 
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 ************* 
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 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 ExpressMail サービスの停止 
ARMKILL EMSMTP 
ARMKILL EMPASS 
ARMKILL EMPOP 
ARMKILL EMIMAP 
ARMKILL EMHTTP 
ARMKILL EMCRON 
ARMKILL EMLDAP 
 
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 ************* 
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 ************* 
GOTO EXIT 
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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 " ActiveRecoveryManager が動作状態にありません" /A 
 
 
:EXIT 

 

1.5.8 注意事項 

(1) メールで使用するホストを DNS へ登録して下さい。 
ExpressMail で使用するホスト名、ドメイン名は DNS(Domain Name Service)に
登録されている必要があります。必ず、予めセットアップ開始前に次の登録を行っ

て下さい。 
－ ＤＮＳの A レコード, MX レコード 
   仮想 IP アドレスを登録 
－ ＤＮＳの PTR レコード 
   仮想 IP アドレスと実 IP アドレスを登録 
＊ DNS への登録方法などは、DNS のマニュアルを参照下さい。 

 
(2) セットアップ時、全てのノードの設定は同一になるように設定して下さい。 

インストールディレクトリ、データ保存用ディレクトリ、サービス実行アカウント

など、セットアップで入力する全ての設定や値は、全てのノードで同一である必要

があります。異なったセットアップを行った場合、ExpressMail のサービスは正常

に動作いたしません。なお、サービス実行アカウントには、必ずドメインのアカウ

ントを指定し、サーバがコントローラの場合にも、明示的にドメイン名を付加した

ユーザ名を指定して下さい。 
 

(3) 運用開始後の設定は、現用系ノードの管理ツールで行って下さい。 
ユーザ管理、エイリアス管理、MailingList 管理、各サービスの設定など、

ExpressMail の全ての設定は現用系ノードで行って下さい(待機系ノードで管理

ツールを起動することはできません)。なお、全ての設定変更は、待機系ノード(フェ

イルオーバ先の新現用系ノード)に、自動的に反映、引継ぎされます。また、リモー

ト管理ツールを使用する場合は、必然的に現用系ノードに対して処理が行われます

ので、特にノードを意識する必要はありません。 
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(4) 全てのクライアントからの接続は、仮想 IP アドレスを使用して行って下さい。 
クライアントからExpressMail のサービスに接続する際には、仮想 IP アドレスでの接続を

行って下さい。実IPアドレスを使用した場合、フェイルオーバ時、サービスに接続できなく

なります。 
 

(5) ExpressMail 初回サービス起動時について。 
ExpressMail インストール後、初回サービス起動時におきまして、サービスマネージャより

「サービスの起動に失敗しました」のようなエラーが通知される場合がありますが、しばら

く様子をみていただき、全てのサービスが正常に起動されていることが確認できる場合、同

通知は無視して下さい。 
※ マシン性能によりサービス起動までの時間は異なりますが、同通知後、 大 1 分程度様

子をみて下さい。 
※ サービス起動の確認は、ExpressMail マネージャの「サービス管理」タブにおきまして

御確認下さい。 
   なお、御確認の際 ExpressMail マネージャが起動されている場合、同マネージャを再起

動した後に御確認下さい。 
 
なお、同通知は初回のみであり、２回目以降のサービス起動時においては、サービスは通常

通り起動される為、同現象が発生することはありません。 
 

(6) ExpressMail マネージャにおけるサービスの起動/停止/再起動について。 
ExpressMail マネージャにおいて設定変更等を行った場合に「サービスを再起動させてくだ

さい」という旨のメッセージが表示される場合がありますが、この場合、CLUSTERPRO マネー

ジャにおいて、グループの停止/起動を行って下さい。 

 

※ ExpressMail マネージャからサービスの停止等の操作を実施した場合、フェイルオーバす

る場合があります。 
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1.6 SURFNAVI   

1.6.1 対応範囲 

A) SURFNAVIイントラ/DMZサーバ Ver2.0以降のみ、CLUSTERPRO 8.0以降に対応し

ています。ただし、イントラネットへの設置のみサポート対象とします。 

DMZ上に設置した場合、下記のセキュリティ上の問題があり、推奨できません。 

 

・ CLUSTERPROを使用するにはドメインに参加する必要がありますが、DMZ上に

設置した場合、ドメイン参加により内部ネットワーク情報がインターネッ

トから取得される可能性があり、セキュリティ上のリスクがあります。 

 

B) SURFNAVIインターネットサーバ Ver2.0以降や、SURFNAVIの古いバージョン

（SURFNAVI構築キット Ver1.1やSURNAVIインターネットモデル Ver1.0、NT版

SURFNAVI）はCLUSTERPROに対応していません。また、これらはインターネット

に直接接続するタイプの製品なので、A)のDMZ上への設置時と同様の理由でセ

キュリティ上の問題があります。 

 

1.6.2 機能概要 

(1)SURFNAVI 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、そのデータファイル

（メールデータや Web/FTP コンテンツ）を切替パーティションに適用することで、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)SURFNAVI の運用形態はシングルスタンバイ型です。 

  シングルスタンバイ型は、２～４ノードの全てのノードまたは、一部のノードに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データファイルを使用して、サービス

を継続します。 

 

(3)クライアントからの接続方式として従来からの仮想IPアドレス接続に加え、フローティン

グIPアドレスでも接続可能です。 

本章では、仮想IP アドレス接続について記述しますが、フローティングIP アドレスをご

使用になる場合は、仮想IPアドレスをフローティングIPアドレスに読み替えてください。 

  

     【 シングルスタンバイ型 】 

図１は４ノード全てにSURFNAVI用のフェイルオーバグループ１つ(ポリシSV1,SV2,SV3,SV4)を

設定し、SV1を 高プライオリティノード、SV2,SV3,SV4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、仮想IPアドレスを指定して接続します。 
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クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

SURFNAVI
ｻｰﾋﾞｽ

図 １ 通常運用状態（シングルスタンバイ型 全ノード使用）

CLUSTERPRO
マネージャ

現用系 待機系１ 待機系２ 待機系３

IP:xx.xx.xx.1に接続

SURFNAVI
ﾃﾞｰﾀﾌｧｲﾙ

 

 

 

SV1に障害が発生すると、プライオリティ２位のSV2にフェイルオーバします。同様にSV2がダウ

ンした場合、SV3へフェイルオーバ、SV3がダウンした場合は図２のようにSV4でSURFNAVIサービス

が提供されます。 

フェイルオーバが完了すると、新現用系でSURFNAVIサービスが起動し、仮想IPアドレス、切替

パーティションのデータファイルが新現用系に移行する為、クライアントはノードが替わったこ

とを意識せずに、同一の仮想IPアドレスで接続することが可能です。 

 

クライアント

SV1 SV2 SV3 SV4

SURFNAVI
ｻｰﾋﾞｽ

図 ２ フェイルオーバ後（SV1～3ダウン）

CLUSTERPRO
マネージャ

新現用系

IP:xx.xx.xx.1に接続

SURFNAVI
データファイル
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1.6.3 機能範囲 

SURFNAVI 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。 

 

1.6.4 動作環境 

SURFNAVI は Windows 2000 Server, Windows Server 2003 環境で動作します。TCP/IPプロトコ

ルがインストールされている必要があります。ハードディスクは NTFS でフォーマットしている

ことを確認して下さい。         

 

1.6.5 インストール手順 

下記の手順に従って、インストールを行います。 

 

[参考] 

 SURFNAVI のWeb/FTP サーバとして使用されるIIS の環境構築詳細につい

ては、「1.1IIS(Internet Information Server/Service)」を参照してく

ださい。 

 SURFNAVI のメールサーバ ExpressMail の環境構築詳細については、

「1.5ExpressMail」を参照してください。 

 

フェイルオーバグループを以下のリソースで１つ作成して下さい。 

 

・ 仮想IPアドレス 

・ 切替パーティション（Web/FTP、メール保存用領域などデータファイルを格納するのに

充分な大きさを確保） 

・ スクリプト（シングルスタンバイ型のスクリプトサンプルを登録） 

・ レジストリ ("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\NEC\ExpressMail" を登録) 

     ※ レジストリの登録は、全てのサーバへ SURFNAVI をインストールした後で登録して

下さい。 

 

         複数サーバ構成時、全てのサーバへのインストールが完了する前にレジストリを

登録した場合、フェイルオーバする場合があります。 

 

(1) フェイルオーバグループをインストールさせるノード側で起動して、下記の手順でインス

トールを行います。（グループを起動することにより、切替パーティションにアクセス可能と

なります。） 

1. IIS を使用する場合には、IIS をインストールし、管理ツールの「インターネットサー

ビスマネージャ(Windows2003 Serverの場合 インターネットインフォメーションサー

ビス(IIS)マネージャ)」で、「既定のWebサイト」と「既定のFTPサイト」のホームディ

レクトリのローカルパスを切り替えパーティションのディレクトリに変更してくださ

い。 

2. SURFNAVIをSURFNAVIセットアップカードに従ってインストールします。 

このとき、カスタムインストールで ExpressMail を除いてインストール 

した後、ExpressMail を追加インストールする必要があります。 

（パケットフィルタインストール時にすべてのパケットが拒否されるため、 

同時にExpressMailのセットアップを行うと、ドメイン情報が取得できず、 

失敗します。） 
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【注意】 

SURFNAVI製品CD-ROMのセキュリティポリシーテンプレートをシステムに適用する 

ローカルグループのadministratorsのメンバは、administrator以外のユーザが 

削除されます。 

 

3. インストールディレクトリにローカルディスクを指定します。 (プログラムファイルは、

ローカルディスクにインストールします) 

4. SURFNAVIのインストール完了後、ExpressMailを使用する場合は、ExpressMailをイン

ストールしてください。まず、「アプリケーションの追加と削除」にてSURFNAVI を選

択し、[変更/削除]ボタンでメンテナンス画面が表示されたら、[変更]を選択してセッ

トアップを進めてください。ExpressMailのインストール画面が表示されたらを以下の

方法で設定してください。 

・ インストールディレクトリにローカルディスクを指定 
・ データ保存用ディレクトリに切替パーティションを指定 (ユーザ情報や

メールボックスなどデータファイルは、切替パーティションに作成、保存

します) 
・ ExpressMail のサービス実行アカウントを「ドメインのアカウント」で指

定  ( 標 準 的 に は 、 "( 所 属 す る ActiveDirectory ド メ イ ン

名)¥ExpressMail_User" と指定して下さい) 
・ ExpressMail のスタートアップの種類に「手動起動に設定」を指定 
・ メールサーバ正式名に仮想 IP アドレスに対応するホスト名とドメイン名

を指定、その他設定は、メールサーバの環境に応じて指定 
5. SURFNAVIインストール終了後、サービスコントローラを使用して、下記のサービスの「ス

タートアップの種類」を「手動」に設定します。 

 
FTP Publishing Service        （IIS FTP サーバ） 
World Wide Web Publishing Service   （IIS Web サーバ） 
SURFNAVI Protocol Proxy 
SURFNAVI Proxy Server 
SURFNAVI Tunnel Proxy 
DNS Server 
FMSRVC 
SURFNAVI SysInt 
SURFNAVI SysRes 
 
※ただし、存在しないサービスや、使用しない機能のサービスへの設定は不要 
 また、各サービスの設定変更を行うと自動的に「自動」に変更されるものも 
 ありますので、設定変更後は、再度「手動」に設定し直してください。 
 同時に、サービスが自動的に開始される場合がありますので、停止してく 

だい。 
 

6. ドライバ署名セキュリティを変更（エクスプローラでマイコンピュータを右クリックし、

[プロパティ]を選択し、[ドライバの署名]ボタンをクリックし、[ファイル署名の確認]

の[無視]を選択） 

7. CLUSTERPRO 通信専用のインタコネクトのネットワーク接続のプロパティ画面を開き、 

[全般]タブを選択し、[リスト]に表示されている、[PacketFilter]（SURFNAVIパケット

フィルタ）のチェックをオフにして、通信がフィルタリングされないようにします。 

8. ドライバ署名セキュリティを元に戻します。  



60 

9. CLUSTERPROの通信に必要なポートの許可設定を追加します。 

SURFNAVIパケットフィルタを使用する場合、CLUSTERPROの通信に必要な 

以下のポートの許可設定を追加すること。 

    

      プロトコル 方向 ローカルポート 

        TCP   IN   20003 

        UDP   IN   20003 

                TCP      IN      20004 

                TCP      IN      20005 

                TCP      IN      20006 

                UDP      IN      20006 

                TCP      IN      20009 

                UDP      IN      20010 

                TCP      IN      20020 

              TCP      IN      20090 

                TCP      IN      20091 

    

        プロトコル 方向  リモートポート 

               UDP      OUT     20008 

          UDP     OUT   389     (ドメイン参加用ポート) 

 

(2) SURFNAVI 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)

の操作を繰り返して下さい。この際、全てのノードの設定内容は、必ず同一にする必要があり

ますが、ExpressMailの2台目以降のセットアップの際にだけ入力を求められる「ファイルセ

キュリティ設定」では、「新たにセキュリティを設定」または「設定しない」のいずれかを選

択して下さい。 

 

ExpressMail の「アカウントの集中管理」機能を御利用の際、上記に加えて、「1.5ExpressMail」

の「インストール手順」のアカウント集中管理機能利用の場合の[設定変更]をお願いします。 

 

(3) DNS 設定内容を見直してください。 
SURFNAVI のセットアップで「SURFNAVI で Microsoft DNS サービスの設定を行

う」をオンにした場合、ネットワーク設定を元に DNS の基本的な設定が作成されま

す。 
もし、SURFNAVI の DNS を使用して仮想 IP アドレスにアクセスしたい場合や、

DNS サーバをメールの配送に使用する場合には、現用系、待機系双方において、下

記のとおり DNS 設定を変更してください。 
－ ＤＮＳの A レコード 
   仮想 IP アドレスを登録 
－ ＤＮＳの MX レコード    ※メールの配送に必須 
   仮想 IP アドレスを登録 
－ ＤＮＳの PTR レコード 
   仮想 IP アドレスと実 IP アドレスを登録 
※その他、適時、環境に合わせて必要な設定をしてください。 
 
DNS 設定の変更方法については、SURFNAVI 管理者ガイドの「第 11 章 SURFNAVI
の設定の変更」-「DNS 情報の更新」を参照してください。 
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1.6.6 スクリプト作成の注意事項 

ICPFSrvサービスは、ARMKILLで停止する対象としないでください。停止すると、すべてのパケッ

トが破棄されるため、CLUSTERPROが正常に動作しません。 

なお、存在しないサービスや使用しない機能のサービスへの開始・停止のスクリプト記載は不

要なので、環境に合わせて適宜修正してください。 

 

1.6.7 スクリプトサンプル 

 

スタートスクリプト(START.BAT) 

rem IIS-片方向スタンバイ型 & ExpressMail & SURFNAVI その他 
rem スタートスクリプト(START.BAT) 
rem *************************************** 
rem *         s t a r t . b a t                * 
rem *                                     * 
rem * title : start script file sample          * 
rem * date : 2005/10/28                     * 
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 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 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 ExpressMail サービスの開始 
ARMLOAD EMSMTP /S /M "ExpressMail Smtp Service" 
ARMLOAD EMPASS /S /M "ExpressMail Password Service" 
ARMLOAD EMPOP /S /M "ExpressMail Pop Service" 
ARMLOAD EMIMAP /S /M "ExpressMail Imap Service" 
ARMLOAD EMHTTP /S /M "ExpressMail Http Service" 
ARMLOAD EMCRON /S /M "ExpressMail Cron Service" 
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ARMLOAD EMLDAP /S /M "ExpressMail Ldap Service" 
 
rem SURFNAVI その他 サービスの開始 
ARMLOAD SNVPrtPrx /S /M SURFNAVIProtocolProxy 
ARMLOAD SNVPrxSrv /S /M SURFNAVIProxyServer 
ARMLOAD SNVTunPrx /S /M SURFNAVITunnelProxy 
ARMLOAD SNVDns    /S /M Dns 
ARMLOAD SNVFMSRVC /S /M FMSRVC 
ARMLOAD SNVSysInt /S /M SysInt 
ARMLOAD SNVSysRes /S /M SysRes 
 
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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 
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 *************************************** 
: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 
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rem (例)ARMLOAD watchID /R 9 /H 1 ARMRSP /A /PL 10.10.9.8 /PL 10.10.9.9 
 
rem ExpressMail サービスの開始 
ARMLOAD EMSMTP /S /M "ExpressMail Smtp Service" 
ARMLOAD EMPASS /S /M "ExpressMail Password Service" 
ARMLOAD EMPOP /S /M "ExpressMail Pop Service" 
ARMLOAD EMIMAP /S /M "ExpressMail Imap Service" 
ARMLOAD EMHTTP /S /M "ExpressMail Http Service" 
ARMLOAD EMCRON /S /M "ExpressMail Cron Service" 
ARMLOAD EMLDAP /S /M "ExpressMail Ldap Service" 
 
rem SURFNAVI その他 サービスの開始 
ARMLOAD SNVPrtPrx /S /M SURFNAVIProtocolProxy 
ARMLOAD SNVPrxSrv /S /M SURFNAVIProxyServer 
ARMLOAD SNVTunPrx /S /M SURFNAVITunnelProxy 
ARMLOAD SNVDns    /S /M Dns 
ARMLOAD SNVFMSRVC /S /M FMSRVC 
ARMLOAD SNVSysInt /S /M SysInt 
ARMLOAD SNVSysRes /S /M SysRes 
 
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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 ************* 
ARMLOAD WWWService /S W3SVC 
ARMLOAD FTPService /S MSFTPSVC 
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 
 
IF "%ARMS_SERVER%" == "OTHER" GOTO EXIT 
START ARMFOVER %ARMS_GROUPNAME% 
 
GOTO EXIT 
 
rem ARM 未動作 
:no_arm 
ARMBCAST /MSG "ActiveRecoveryManager が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 
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          ※ /S        : サービス起動を指定します 
             /M        : サービスを監視します。 
                         障害が発生した場合、フェイルオーバします。 
                         障害が発生したサーバをシャットダウンさせます。 
             /FOV      : 障害が発生した場合、フェイルオーバします。 
                         障害が発生したサーバは待機系になります。 

※ 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いたします。 
 

ストップスクリプト(STOP.BAT) 

rem IIS-片方向スタンバイ型 & ExpressMail & SURFNAVI その他 
rem ストップスクリプト(STOP.BAT) 
rem *************************************** 
rem *          s t o p . b a t                * 
rem *                                     * 
rem * title : stop script file sample           * 
rem * date : 2005/10/28                     * 
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 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 ExpressMail サービスの停止 
ARMKILL EMSMTP 
ARMKILL EMPASS 
ARMKILL EMPOP 
ARMKILL EMIMAP 
ARMKILL EMHTTP 
ARMKILL EMCRON 
ARMKILL EMLDAP 
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rem SURFNAVI その他 サービスの停止 
ARMKILL SNVPrtPrx 
ARMKILL SNVPrxSrv 
ARMKILL SNVTunPrx 
ARMKILL SNVDns 
ARMKILL SNVFMSRVC 
ARMKILL SNVSysInt 
ARMKILL SNVSysRes 
 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 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 ExpressMail サービスの停止 
ARMKILL EMSMTP 
ARMKILL EMPASS 
ARMKILL EMPOP 
ARMKILL EMIMAP 
ARMKILL EMHTTP 
ARMKILL EMCRON 
ARMKILL EMLDAP 
 
rem SURFNAVI その他 サービスの停止 
ARMKILL SNVPrtPrx 
ARMKILL SNVPrxSrv 
ARMKILL SNVTunPrx 



66 

ARMKILL SNVDns 
ARMKILL SNVFMSRVC 
rem ARMKILL SNVICPF 
ARMKILL SNVSysInt 
ARMKILL SNVSysRes 
 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 ************* 
ARMKILL FTPService 
ARMKILL WWWService 
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 " ActiveRecoveryManager が動作状態にありません" /A 
 
:EXIT 

 

1.6.8 注意事項 

下記の他、「1.1IIS(Internet Information Server/Service)」や「1.5ExpressMail」の注意

事項も参照してください。 
 

(1) SURFNAVIのインストールは、２回に分けて行ってください。 

初、SURFNAVI のカスタムインストールで、ExpressMail を除いてインストール 

した後、ExpressMail を追加インストールする必要があります。 

（パケットフィルタインストール時にすべてのパケットが拒否されるため、 

同時に ExpressMail のセットアップを行うと、ドメイン情報が取得できず、 

失敗します。） 

 

 

(2) セットアップ時、全てのノードの設定は同一になるように設定して下さい。 
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インストールディレクトリなど、セットアップで入力する全ての設定や値は、 
全てのノードで同一である必要があります。異なったセットアップを行った場合、

SURFNAVI のサービスは正常に動作いたしません。 
ただし、ネットワークの設定の IP アドレス、ホスト名は、仮想アドレスではなく、

実アドレスを設定してください。（よって、これらは同一の設定となりません。） 
 

(3) 設定変更 

ExpressMail を除く SURFNAVI の全ての設定は、現用系ノードで変更した場合、

それと同様の変更を待機系ノードでも行ってください。 
       

(4) ツールリストの以下の機能は、使用できません。 

･「ネットワーク接続テスト」 

      ･「ログの清掃」 

 

(5) ツールリストより電子メール管理のアイコンは削除されます。  

データ保存用ディレクトリに切替パーティションを指定するとツールリストより 

電子メール管理のアイコンが削除されますでの、ExpressMailマネージャの 

起動は、システムの「スタート」メニューより行ってください。 

 

(6) SURFNAVIのManagement Consoleの画面から「監視サービスオン」「監視サービス再起動」を

行わない。  

「監視サービスオン」「監視サービス再起動」を行わないでください。 

（これをすると「自動」に変わってしまうため） 

      もし、行ってしまったら、サービスコントローラから、サービスの 

      スタートアップの種類を「手動」に戻してください。 

    

※クラスタでサービスの状態監視を行うためには、 初手動にしておき、 

       スクリプトで起動させる必要があるため。 

    
  ※その他各種設定ツールの操作で、「自動」に変わってしまった場合も同様に 

       「手動」に戻してください。  

    

(7) CLUSTERPROの通信に必要なポートの許可設定を追加する。 

SURFNAVIパケットフィルタを使用する場合、CLUSTERPROの通信に必要な 

以下のポートの許可設定を追加してください。(CLUSTERPRO通信に必要なポートの

新の情報は、CLUSTERPROのマニュアルを参照してください。) 

    

      プロトコル 方向 ローカルポート 

        TCP   IN   20003 

        UDP   IN   20003 

                TCP      IN      20004 

                TCP      IN      20005 

                TCP      IN      20006 

                UDP      IN      20006 

                TCP      IN      20009 

                UDP      IN      20010 

                TCP      IN      20020 

                TCP      IN      20090 
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                TCP      IN      20091 

    

      プロトコル 方向  リモートポート 

             UDP      OUT     20008 

        UDP     OUT   389     (ドメイン参加用ポート) 

    

(8) トンネルプロキシの「プロキシを使用する」に対するチェックマークが消えます。 

サービスコントローラにて「手動」にすると、「プロキシを使用する」に対する 

チェックマークがオフになります。但し、これは画面表示が変わるだけで、「SURFNAVI Tunnel 

Proxy」サービスが動作している限りは、トンネルプロキシを使用する設定で動作しています。 
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1.7 InfoCage/サーバ防御 ServerW@ll Ver4.0 

1.7.1 機能概要 

InfoCage/サーバ防御 ServerW@ll（以下 ServerW@ll）は、条件を満たす安全な PC の

みからサーバへのアクセスを許可することで、サーバの安全を保つセキュリティソフト

ウェア製品です。管理サーバ、ファイアウォール、エージェント、管理コンソールの 4
ソフトから構成されます。管理者がアクセスを許可したPCであること、ウイルス対策(セ
キュリティパッチ適用、ワクチンの更新)が十分されていることなどをサーバへのアクセ

ス条件とします。条件を満たさない場合は、サーバ上のファイアウォールによってアク

セスを拒否します。 
CLUSTERPRO サーバに、ServerW@ll のファイアウォールを導入することでセキュリティ

を高めることができます。必要なクラスタサーバ間の通信を阻害しない為に、

ServerW@ll の許可フィルタの設定が必要になります。 
なお、ServerW@ll 管理サーバについての二重化は独自に二重化の仕組みを持っていま

すので、CLUSTERPRO とは独立した二重化の構成が可能です。 
 

1.7.2 機能範囲 

ServerW@ll は、CLUSTERPRO の多重化/仮想化部分は意識せず(クラスタ構成であること

を意識しないで)、現用系と待機系サーバを別々のサーバとして管理しますので、機能上

の制限はありません。 
 

1.7.3 動作環境 

InfoCage/サーバ防御 ServerW@ll Ver4.0 の動作環境は以下になります。 
詳しくは ServerW@ll の製品マニュアルをご覧下さい。 
管理サーバ: 

Windows Server 2003 Standard / Enterprise Edition(SP1) 
Windows2000 Server(SP4)、Windows Storage Server 2003(SP1) 

ファイアウォール： 
Windows Server 2003 Standard / Enterprise Edition(SP1) 
Windows2000 Server(SP3、SP4)、Windows NT Server 4.0 (SP6a) 
Windows Storage Server 2003(SP1) 

エージェント： 
Windows 98 / 98 Second Edition、Windows Me 
Windows NT WorkStation/Server 4.0 (SP6a) 
Windows 2000 Professional / Server (SP4) 
Windows XP Professional / Home Edition (SP2) 
Windows Server 2003 Standard / Enterprise Edition(SP1) 

  

1.7.4 インストール手順 

インストール手順については、「セットアップカード」を参照してください。 

その際、指定する運用系管理サーバのIPアドレスは、フローティングIPアドレスではなく、NIC

に割り振られた固定のIPアドレスを指定してください。 

ファイアウォールインストール時にパケットフィルタを適用する「フィルタリング対象のネッ

トワークカード」はパブリックLAN側のネットワークカードを指定してください。また、次ペー
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ジの「CLUSTERPROサーバのパケットフィルタの設定例」を参考に、CLUSTERPROサーバにインス

トールしたファイアウォールのパケットフィルタの設定を行ってください。 

小規模な環境ではCLUSTERPROサーバとServerW@ll管理サーバを一台のサーバに共存させること

も可能です。 

 

サーバ２：待機系サーバ１：現用系

ローカル
ディスク

共有ディ ス
ク

ローカル
ディスク

ファイアウォールサービス ファイアウォールサービス

ServerW@ll管理サーバ

ファイアウォールの設定には
フローティングIPアドレスではなく
NICに割り振られた固定のIP
アドレス使用する。 クライアント群

図１ 運用イメージ 
 

1.7.5 ライセンス 

(1)ファイアウォール２台以上インストールする場合には、ファイアウォールのインス

トール台数に応じた「InfoCage/サーバ防御 ServerW@ll Ver4.0 追加サーバオプショ

ン」が必要になります。現用系サーバ、待機系サーバの２台構成の場合、「InfoCage/サー

バ防御 ServerW@ll Ver4.0 基本セット」と「InfoCage/サーバ防御 ServerW@ll Ver4.0 
追加サーバライセンス」が必要です。 
 
(2)ServerW@ll 管理サーバを二重化する為には、「InfoCage/サーバ防御 ServerW@ll 
Ver4.0 管理サーバ二重化オプション」が必要になります。 
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CLUSTERPROサーバのパケットフィルタの設定例 

 

方向 プロトコル 

ローカ

ル IP 

アドレス 

ローカルポート リモート IP アドレス リモートポート その他 

IN  TCP 全て 全て 

CLUSTERPRO 

※（現用系/待機系）

サーバの IP アドレス

全て 高優先度フィルタに設定 

OUT TCP 全て 全て 

CLUSTERPRO 

※（現用系/待機系）

サーバの IP アドレス

全て 高優先度フィルタに設定 

IN  UDP 全て 全て 

CLUSTERPRO 

※（現用系/待機系）

サーバの IP アドレス

全て 高優先度フィルタに設定 

OUT UDP 全て 全て 

CLUSTERPRO 

※（現用系/待機系）

サーバの IP アドレス

全て 高優先度フィルタに設定 

IN TCP 全て 20009 

CLUSTERPRO マ

ネージャの IP アドレ

ス 

全て 高優先度フィルタに設定 

IN UDP 全て 20010 

CLUSTERPRO マ

ネージャの IP アドレ

ス 

全て 高優先度フィルタに設定 

IN  TCP  全て 20020 

CLUSTERPRO マ

ネージャの IP アドレ

ス 

全て 高優先度フィルタに設定 

IN  TCP  全て 20091 

CLUSTERPRO マ

ネージャの IP アドレ

ス 

全て 高優先度フィルタに設定 

OUT TCP  全て 全て 

CLUSTERPRO マ

ネージャの IP アドレ

ス 

80 

高優先度フィルタに設定 

CLUSTERPRO マネージャとして

Web マネージャ使用時のみ必要

OUT UDP 全て 全て 

CLUSTERPRO マ

ネージャの IP アドレ

ス 

20008 高優先度フィルタに設定 

OUT TCP 全て 全て 

CLUSTERPRO マ

ネージャの IP アドレ

ス 

20090 

 

高優先度フィルタに設定 

ミラーディスク構成クラスタ時の

み必要 

IN TCP 全て 

クライアント用

ポート 

初期値:20006

全て 全て 
CLUSTERPRO  

クライアント使用時のみ必要 

ＩＮ UDP 全て 

クライアント用

ポート 

初期値:20006

全て 全て 
CLUSTERPRO  

クライアント使用時のみ必要 

ＩＮ UDP 全て 

クライアント用

ポート 

初期値:20007

全て 全て 
CLUSTERPRO  

クライアント使用時のみ必要 

OUT ＵＤＰ 全て 全て 全て 

クライアント用

ポート 

初期値:20007

CLUSTERPRO  

クライアント使用時のみ必要 

※現用系サーバのパケットフィルタには待機系サーバのIPアドレス。待機系サーバのパケット

フィルタには現用系サーバのIPアドレスを設定してください。 



72 

1.7.6 注意事項 

(1) ファイアウォールのインストール後に、サーバの再起動が必要です。 

1.7.7 その他 

ServerW@ll 管理サーバは、管理するファイアウォールとエージェントの台数に応じ負荷が掛か

ります。業務の運用を妨げない為にも、ファイアウォールのインストールされたサーバ以外での

独立した運用をお勧めします。 

 

 


