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本資料について

本資料の目的

・ 本資料は、HP-UX 11i v3 の2ノードクラスター構成での StorageSaver の

クラスター構築手順を説明します。

※ HP-UX 11i v1 または 11i v2 の場合の手順については、

『HA/StorageSaver R2.1 (HP-UX 11i v1、11i v2 対応)クラスター構築

手順』 を参照してください。

注意事項

・ システム構成によっては、設定ファイルの手直しが必要になる場合があります。

設定ファイルの妥当性は必ず目視で確認してください。

・ 作業は、スーパーユーザーアカウント (root権限) で行ってください。
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1. ストレージの構成について

本手順書で構築するサーバーおよびストレージの構成イメージは以下のとおりです。
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2. VG 作成

VG を以下の手順で作成します。

(1) I/O パスの構成確認

(2) 物理ディスクの初期化

(3) VG 作成

(4) LV 作成

(5)  LV のタイムアウト値の設定

(6) ファイルシステムの作成

(7) マウントの確認
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2. (1) I/O パスの構成確認

ioscan コマンドを実行し、I/Oパスの構成を確認します。

本手順では、以下の ★1を vg01、★2を vg02 として VG を作成します。

# ioscan -m lun

Class     I  Lun H/W Path  Driver  S/W State   H/W Type     Health  Description

======================================================================

<省略>
disk    102  64000/0xfa00/0xa    esdisk  CLAIMED     DEVICE       online  NEC     iStorage 1000

0/2/1/0.0x200100004c7f0000.0x4001000000000000

0/5/1/0.0x200100004c7f0000.0x4001000000000000

/dev/disk/disk102   /dev/rdisk/disk102                                                                 ★1
disk    103  64000/0xfa00/0xb    esdisk  CLAIMED     DEVICE       online  NEC     iStorage 1000

0/2/1/0.0x200100004c7f0000.0x4003000000000000

0/5/1/0.0x200100004c7f0000.0x4003000000000000

/dev/disk/disk103   /dev/rdisk/disk103 ★1
disk    104  64000/0xfa00/0xc    esdisk  CLAIMED     DEVICE       online  NEC     iStorage 1000

0/2/1/0.0x200100004c7f0000.0x4002000000000000

0/5/1/0.0x200100004c7f0000.0x4002000000000000

/dev/disk/disk104   /dev/rdisk/disk104                                                                 ★1

<省略>
disk    121  64000/0xfa00/0x1d   esdisk  CLAIMED     DEVICE       online  NEC     iStorage 1000

0/2/1/0.0x200100004c7f0000.0x4014000000000000

0/5/1/0.0x200100004c7f0000.0x4014000000000000

/dev/disk/disk121   /dev/rdisk/disk121 ★2
disk    122  64000/0xfa00/0x1e   esdisk  CLAIMED     DEVICE       online  NEC     iStorage 1000

0/2/1/0.0x200100004c7f0000.0x4015000000000000

0/5/1/0.0x200100004c7f0000.0x4015000000000000

/dev/disk/disk122   /dev/rdisk/disk122                                                                ★2

<省略>
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2. (2) 物理ディスクの初期化

pvcreate コマンドを使用して、物理ディスクを初期化します。

(*) pvcreate コマンドは -f オプションを指定すると強制的に物理ディスクを

作成(初期化)します。対象の物理ディスクに対してコマンドを実行する前に

初期化しても問題ないか十分確認してください。

(ファイルシステムが存在していてもすべて初期化されます)

# pvcreate -f /dev/rdisk/disk102
Physical volume "/dev/rdisk/disk102" has been successfully created.

# pvcreate -f /dev/rdisk/disk103
Physical volume "/dev/rdisk/disk103" has been successfully created.

# pvcreate -f /dev/rdisk/disk104
Physical volume "/dev/rdisk/disk104" has been successfully created.

# pvcreate -f /dev/rdisk/disk121
Physical volume "/dev/rdisk/disk121" has been successfully created.

# pvcreate -f /dev/rdisk/disk122
Physical volume "/dev/rdisk/disk122" has been successfully created.
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2. (3) VG 作成

VG 用のディレクトリを作成します。

(*) ls コマンド等で、ディレクトリが作成されたことを確認します。

group ファイルを作成します。

(*) 未使用のマイナー番号を指定します。(下線部)

未使用のマイナー番号は/dev 配下にある各デバイスの

group ファイルに対して ls -l コマンドを実行することで確認します。

(*) ls コマンドで /dev/vg01 ディレクトリ配下を参照し、

group ファイルが作成されていることを確認します。

# mkdir  /dev/vg01
# mkdir  /dev/vg02

# mknod /dev/vg01/group c 64 0x010000
# mknod /dev/vg02/group c 64 0x020000
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(続き)

VG を作成します。

I/O パスを設定します。

(*) vg02 も同様の手順で設定します。

(*) vgdisplay コマンドで vg01、vg02 が作成されていることを確認します。

# vgcreate /dev/vg01 /dev/disk/disk102 /dev/disk/disk103 /dev/disk/disk104
Increased the number of physical extents per physical volume to 8511.
Volume group "/dev/vg01" has been successfully created.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in
/etc/lvmconf/vg01.conf



10 © NEC Corporation 2018

2. (4) LV 作成

VG 上に LV を作成します。

# lvcreate -L 5120 /dev/vg01
Logical volume "/dev/vg01/lvol1" has been successfully created with
character device "/dev/vg01/rlvol1".
Logical volume "/dev/vg01/lvol1" has been successfully extended.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf

# lvcreate -L 5120 /dev/vg01
Logical volume "/dev/vg01/lvol2" has been successfully created with
character device "/dev/vg01/rlvol2".
Logical volume "/dev/vg01/lvol2" has been successfully extended.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf

(*) lvcreate コマンドの -L  <lv_size> オプションで、LV に割り当てるサイズを
指定します。単位は Mbyte です。

(*) vgdisplay -v /dev/vg01 コマンドで LV が作成されていることを確認します。
(*) vg02 も同様に LV を作成します。
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2. (5) LV のタイムアウト値の設定

LV のタイムアウト値を設定します。

(*) LV のタイムアウト値の default はなし(無限大)となっており、ディスク障害が

発生した場合、当該ディスクを使用しているアプリケーションがストールする

可能性があるため、有限値を設定します。有限値を設定していなかった場合、

アプリケーションのストールによりフェイルオーバーが実行できず、業務が

継続できなくなる可能性があります。

lvchange コマンドの -t <lv_timeout> オプションで、LV のタイムアウト値を

秒単位で設定します。

設定値は ( PV のタイムアウト値 × 2 )秒以上を設定してください。

PV のタイムアウト値(default: 30秒)については pvdisplay /dev/disk/diskX

コマンドで確認してください。

設定後、lvdisplay /dev/vg01/lvol1 コマンドで LV のタイムアウト値が

正しく設定されていることを確認します。

(*) vg02 も同様に LV のタイムアウト値を設定します。

# lvchange -t 60 /dev/vg01/lvol1
Logical volume "/dev/vg01/lvol1" has been successfully changed.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf
# lvchange -t 60 /dev/vg01/lvol2
Logical volume "/dev/vg01/lvol1" has been successfully changed.
Volume Group configuration for /dev/vg01 has been saved in /etc/lvmconf/vg01.conf
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2. (6) ファイルシステムの作成

ファイルシステムを作成します。

(*) newfs コマンドの -F <FStype> オプションで、作成するファイルシステム

タイプを指定します。

(*) fstyp /dev/vg01/rlvolx コマンドで vxfs のファイルシステムが

作成されていることを確認します。

(*) vg02 も同様にファイルシステムを作成します。

# newfs -F vxfs /dev/vg01/rlvol1
version 5 layout
5242880 sectors, 5242880 blocks of size 1024, log size 16384 blocks
unlimited inodes, largefiles not supported
5242880 data blocks, 5225112 free data blocks
160 allocation units of 32768 blocks, 32768 data blocks

# newfs -F vxfs /dev/vg01/rlvol2
version 5 layout
5242880 sectors, 5242880 blocks of size 1024, log size 16384 blocks
unlimited inodes, largefiles not supported
5242880 data blocks, 5225112 free data blocks
160 allocation units of 32768 blocks, 32768 data blocks
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2. (7) マウントの確認

LV がマウントできることを確認します。

(*) bdf コマンドでマウントされていることを確認します。

マウントできることを確認後、umount コマンドでアンマウントします。

(*) vg02 も同様に確認します。

# mkdir /home/vg01_mnt1
# mount /dev/vg01/lvol1 /home/vg01_mnt1

# bdf
Filesystem         kbytes    used    avail   %used Mounted on
/dev/vg00/lvol3    1048576   272912   769824   26%  /
/dev/vg00/lvol1      524288   180512   341136   35%  /stand
/dev/vg00/lvol8    5242880 1215920 3996640   23%  /var
/dev/vg00/lvol7    5242880 2621208 2601224   50%  /usr
/dev/vg00/lvol6    2097152     50520 2030776    2%   /tmp
/dev/vg00/lvol5    4194304 2943656 1240904   70%  /opt
/dev/vg00/lvol4    4194304     16880 4144928    0%   /home
/dev/vg01/lvol1    5242880     17753 4898564    0%   /home/vg01_mnt1 ★マウント確認

# umount /home/vg01_mnt1
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3. クラスターの設定

クラスターを以下の手順で設定します。

(1) 共有 VG の設定

(2) クラスター構成ファイルの作成

(3) クラスター構成ファイルの編集
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3. (1) 共有 VG の設定

共有VGを作成します。共有 VG は node1 上で作成した VG 定義をエクスポートし、

node2 でその定義をインポートすることで作成します。

node1 側で、エクスポートを行うため VG を非活性状態にします。

node1 側で、VG のエクスポートを行います。

node1 側でエクスポートにより作成されたマップファイルを node2 サーバーに

リモートコピーします。

# vgchange -a n /dev/vg01

# vgexport -p -s -m /tmp/vg01.map /dev/vg01

# rcp /tmp/vg01.map node2:/tmp
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(続き)

node2 側で VG の group ファイルを作成します。

node2 側で VG をシステムへインポートします。

(*) 上記の例では、 PersistentDSF ( /dev/disk/diskX ) で VG が定義されます。

LegacyDSF ( /dev/dsk/cXtXdX ) で VG を定義する場合は以下のコマンドを

実行してください。

VG が正しくインポートできていることを確認するため、VG を活性状態にします。

(*) node1、node2 でそれぞれ実行コマンドが異なりますので、

コマンド実行ノードに注意してください。

node2> # mkdir /dev/vg01
node2> # mknod /dev/vg01/group c 64 0x010000

node2> # vgimport -v -s -N -m /tmp/vg01.map /dev/vg01

node2> # vgchange -a y /dev/vg01

node2> # vgimport -v -s -m /tmp/vg01.map /dev/vg01
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(続き)

node2 側で vgdisplay コマンド により 共有 VG が作成できていることを確認し
ます。

確認完了後、node2 側で VG を非活性状態にします。

node1 側で VG を活性状態にします。

(*) vg02 も同様に設定します。

node2> # vgdisplay -v /dev/vg01

node2> # vgchange -a n /dev/vg01 

node1> # vgchange -a y /dev/vg01
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3. (2) クラスター構成ファイルの作成

/etc/cmcluster 配下に cmclnodelist ファイルを作成します。

(*) クラスターを構築する ノード名と "root" を記述します。

(*) 両ノードに作成します。

クラスター構成ファイルを作成します。

クラスター構成ファイルとは、クラスターを構成するノードやロックディスクの定義、

NIC のローカルスイッチの設定などを行うファイルです。

# cmquerycl -C /etc/cmcluster/cluster.ascii -n node1 -n node2

# cd /etc/cmcluster

# vi cmclnodelist

node1        root

node2        root
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3. (3) クラスター構成ファイルの編集

cmquerycl コマンドで指定したノード名になっていることを確認します。

# cd /etc/cmcluster
# view cluster.ascii
# **********************************************************************
# ********* HIGH AVAILABILITY CLUSTER CONFIGURATION FILE
# ***** For complete details about cluster parameters and how to 
# ***** set them, consult the Serviceguard manual. 
# **********************************************************************
# Enter a name for this cluster.  This name will be used to identify the
# cluster when viewing or manipulating it.
CLUSTER_NAME            cluster1
<省略>
NODE_NAME             node1                  ★指定したノード名になっていることを確認

NETWORK_INTERFACE     lan0
HEARTBEAT_IP        10.1.1.1

FIRST_CLUSTER_LOCK_PV  /dev/disk/disk102
<省略>
NODE_NAME               node2                  ★指定したノード名になっていることを確認

NETWORK_INTERFACE     lan0
HEARTBEAT_IP       10.1.1.2

FIRST_CLUSTER_LOCK_PV  /dev/disk/disk102
<省略>
VOLUME_GROUP /dev/vg01
VOLUME_GROUP /dev/vg02
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(続き)

MAX_CONFIGURED_PACKAGES:クラスター上で動作させるパッケージの最大数を

指定します。

本手順ではパッケージ数は5に設定しています。

<省略>
HEARTBEAT_INTERVAL         1000000
NODE_TIMEOUT                      5000000

# Configuration/Reconfiguration Timing Parameters (microseconds).

AUTO_START_TIMEOUT                      600000000
NETWORK_POLLING_INTERVAL         2000000

# Package Configuration Parameters.
# Enter the maximum number of packages which will be configured in the cluster.
# You can not add packages beyond this limit.
# This parameter is required.
<省略>

MAX_CONFIGURED_PACKAGES         5 ★パッケージ数を指定
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4. パッケージの設定

パッケージを以下の手順で設定します。

(1) パッケージ構成ファイルの作成

(2) パッケージ制御スクリプトの作成

(3) クラスター構成の確認

(4) パッケージの適用

(5) クラスターパッケージの適用確認

(6) クラスターの起動
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4. (1) パッケージ構成ファイルの作成

パッケージ構成ファイルを作成します。

パッケージ構成ファイルは *.ascii 形式のファイルです。

パッケージ構成ファイルとは、

・クラスター内のノード上でパッケージ起動時にパッケージマネージャが実行する

一連のアプリケーションサービスを定義する。

・パッケージを実行できるクラスターノードの優先順位リストと、フェイルオーバーの

タイプの定義が含まれる。

【コマンド書式】

cmmakepkg  -p /etc/cmcluster/<パッケージ名>/<パッケージ名>.ascii

⇒ 例)

# mkdir  /etc/cmcluster/ha_pkg
# cmmakepkg -p /etc/cmcluster/ha_pkg/ha_pkg.ascii
Package template is created.This file must be edited before it can be used.

(*) ここではパッケージ名を ha_pkg とします。
(*) cmmakepkg は -p オプションを指定するとパッケージ構成ファイルの

テンプレートを作成します。
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(続き)

パッケージ名を編集します。

# cd /etc/cmcluster/ha_pkg
# vi ha_pkg.ascii
# 

*******************************************************************************************
# ****** HIGH AVAILABILITY PACKAGE CONFIGURATION FILE (template) *******
# 

*******************************************************************************************
# ******* Note: This file MUST be edited before it can be used. ***********************
# * For complete details about package parameters and how to set them,              *
# * consult the Serviceguard Extension for RAC manuals.                                       *
# 

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

# Enter a name for this package.  This name will be used to identify the
# package when viewing or manipulating it.  It must be different from
# the other configured package names.

PACKAGE_NAME                   ha_pkg ★作成時は何も記述されていないためパッケージ名を設定
# Enter the package type for this package. PACKAGE_TYPE indicates
<省略>
PACKAGE_TYPE                     FAILOVER
# Enter the failover policy for this package. This policy will be used
<省略>
FAILOVER_POLICY                 CONFIGURED_NODE
# Enter the failback policy for this package. This policy will be used
<省略>
FAILBACK_POLICY                 MANUAL
# Enter the names of the nodes configured for this package.  Repeat
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(続き)

その他の項目を編集します。

<省略>
NODE_NAME        node1 ★パッケージを構成するノード名を指定
NODE_NAME        node2 ★パッケージを構成するノード名を指定
# Enter the value for AUTO_RUN. Possible values are YES and NO.
<省略>
AUTO_RUN                                                  YES
# Enter the value for LOCAL_LAN_FAILOVER_ALLOWED.
<省略>
LOCAL_LAN_FAILOVER_ALLOWED         YES
# Enter the value for NODE_FAIL_FAST_ENABLED.
<省略>
NODE_FAIL_FAST_ENABLED                   YES ★ノードダウン時マシンをTOCさせたい場合は YES を指定(推奨)
# Enter the complete path for the run and halt scripts.  In most cases
<省略>
RUN_SCRIPT                      /etc/cmcluster/ha_pkg/ha_pkg.sh ★パッケージ制御スクリプト名を指定
RUN_SCRIPT_TIMEOUT                             60
HALT_SCRIPT                     /etc/cmcluster/ha_pkg/ha_pkg.sh
HALT_SCRIPT_TIMEOUT                            60
<省略>
# Enter the SERVICE_NAME, the SERVICE_FAIL_FAST_ENABLED and the
<省略>

(*) NODE_FAIL_FAST_ENABLED に NO を指定すると、障害発生時にアプリケーションが
ストールした場合、フェイルオーバーが実行できず業務が継続できなくなる可能性が
あります。 NODE_FAIL_FAST_ENABLED には YES を設定してください。
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(続き)

パッケージ構成ファイルの主な項目は以下となります。

変数名 内容

PACKAGE_NAME パッケージ名を指定します。

NODE_NAME ノード名を指定します。

NODE_FAIL_FAST_ENABLED ノードダウン時に TOC する・しないを選択します。

YES :TOC する(推奨) NO:TOC しない。

NO の場合、AP のストールによりフェイルオーバーできない可能性があります。

RUN_SCRIPT パッケージの起動時に実行するパッケージ制御スクリプトを指定します。

RUN_SCRIPT_TIMEOUT パッケージ起動スクリプトのタイムアウト時間を秒単位で指定します。

HALT_SCRIPT パッケージの停止時に実行するパッケージ制御スクリプトを指定します。

HALT_SCRIPT_TIMEOUT パッケージ停止スクリプトのタイムアウト時間を秒単位で指定します。
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4. (2) パッケージ制御スクリプトの作成

パッケージ制御スクリプトを作成します。

パッケージ制御スクリプトは *.sh 形式のファイルです。

パッケージ制御スクリプトとは、

パッケージに含まれる全サービスの実行、動作の監視、障害への対応、

パッケージの停止(必要な場合)に必要なすべての情報が含まれています。

【コマンド書式】

cmmakepkg -s /etc/cmcluster/<パッケージ名>/<パッケージ名>.sh

⇒ 例)

(*) ここではパッケージ名を ha_pkg とします。

(*) cmmakepkg は -s オプションを指定するとパッケージ制御スクリプトの

テンプレートを作成します。

# cmmakepkg -s /etc/cmcluster/ha_pkg/ha_pkg.sh
Package control script is created.This file must be edited before it can be used.
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(続き)

項目の編集を行います。

(*) パッケージ に含める VG 名をすべて記載してください。

(*) ha_pkg.sh ファイルは両ノードに必要なため、現用ノードで作成したものを

待機ノードへリモートコピーします。

変数名 内容

VG[0] パッケージに含める VG 名を指定します。

VG[1] パッケージに含める VG が複数ある場合は続けて VG 名を指定します。

# cd /etc/cmcluster/ha_pkg/
# vi ha_pkg.sh

#"(#) A.11.15.00   $Date: 07/16/03 $"
# ************************************************************************************
# *                                                                                                                *
# *        HIGH AVAILABILITY PACKAGE CONTROL SCRIPT (template)   *
# *                                                                                                                *
# *       Note: This file MUST be edited before it can be used.                      *
# *                                                                                                                *
# ************************************************************************************
# The PACKAGE and NODE environment variables are set by
<省略>
VG[0]= "vg01" ★作成時は何も記述されていないため編集が必要
VG[1]= "vg02"
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4. (3) クラスター構成の確認

パッケージ適用の前に、クラスター構成の設定に誤りがないか確認します。

【コマンド書式】

cmcheckconf -C clusterfile_name -P pkgfile_name

⇒ 例)

# cmcheckconf –C /etc/cmcluster/cluster.ascii -P /etc/cmcluster/ha_pkg/ha_pkg.ascii
Begin cluster verification...
Note : a NODE_TIMEOUT value of 2000000 was found in line 116. For a
significant portion of installations, a higher setting is more appropriate.
Refer to the comments in the cluster configuration ascii file or Serviceguard
manual for more information on this parameter.
not been met. Minimum network configuration requirements are:
- 2 or more heartbeat networks OR
- 1 heartbeat network with local switch (HP-UX Only) OR
- 1 heartbeat network using APA with 2 trunk members (HP-UX Only) OR
- 1 heartbeat network with serial line (HP-UX Only) OR
- 1 heartbeat network using bonding (mode 1) with 2 slaves (Linux Only)
Modifying node node2 in cluster cluster1.
Modifying node node1 in cluster cluster1.

Verification completed with no errors found.
Use the cmapplyconf command to apply the configuration.
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4. (4) パッケージの適用

パッケージ構成ファイルからバイナリファイルを作成し、クラスター構成ファイルを

クラスター内のすべてのノードに配布します。

【コマンド書式】

cmapplyconf -C clusterfile_name -P pkgfile_name

⇒ 例)

# cmapplyconf -C /etc/cmcluster/cluster.ascii -P /etc/cmcluster/ha_pkg/ha_pkg.ascii
Begin cluster verification...
Note : a NODE_TIMEOUT value of 2000000 was found in line 116. For a
significant portion of installations, a higher setting is more appropriate.
Refer to the comments in the cluster configuration ascii file or Serviceguard
manual for more information on this parameter.
not been met. Minimum network configuration requirements are:
- 2 or more heartbeat networks OR
- 1 heartbeat network with local switch (HP-UX Only) OR
- 1 heartbeat network using APA with 2 trunk members (HP-UX Only) OR
- 1 heartbeat network with serial line (HP-UX Only) OR
- 1 heartbeat network using bonding (mode 1) with 2 slaves (Linux Only)
Modifying configuration on node node1
Modifying configuration on node node2

Modify the cluster configuration ([y]/n)? ★yを投入
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4. (5) クラスターパッケージの適用確認

クラスター、パッケージの状態を確認します。

【コマンド書式】

cmviewcl -v

⇒ 例)

# cmviewcl -v
CLUSTER      STATUS
cluster1     down ★起動されていないことを確認

NODE       STATUS       STATE
node2     down unknown                         ★ノード名が表示されdownになっていることを確認

Network_Parameters:
INTERFACE    STATUS       PATH            NAME
PRIMARY     unknown      0/0/3/0             lan0

NODE       STATUS       STATE
node1       down unknown ★ノード名が表示されdownになっていることを確認

Network_Parameters:
INTERFACE    STATUS       PATH            NAME
PRIMARY      unknown    0/0/3/0             lan0

<省略>
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4. (6) クラスターの起動

クラスターを起動します。

【コマンド書式】

cmruncl

⇒ 例)

クラスター、パッケージが起動していることを確認します。

# cmruncl
cmruncl  : Validating network configuration...
cmruncl  : Network validation complete
cmruncl  : Waiting for cluster to form....
cmruncl  : Cluster successfully formed.
cmruncl  : Check the syslog files on all nodes in the cluster
cmruncl  : to verify that no warnings occurred during startup. 

# cmviewcl
CLUSTER   STATUS
cluster1       up ★起動されたか確認

NODE       STATUS      STATE
node2        up running                                ★ノード名が表示されupになっていることを確認
PACKAGE      STATUS       STATE        AUTO_RUN     NODE
rdm_node2      up                 running      enabled             node2

NODE       STATUS       STATE
node1        up running                                ★ノード名が表示されupになっていることを確認
PACKAGE      STATUS       STATE        AUTO_RUN     NODE
rdm_node1      up                 running       enabled            node1
ha_pkg             up                running       enabled            node1
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5. StorageSaver の設定ファイル作成

StorageSaver の設定ファイルは、srgqueryコマンドによりサーバー上の

ディスク構成に応じて自動的に作成されます。

⇒ 例)

(*) 上記の例では、/tmp 配下に設定ファイルが生成されます。

オプションパラメーターについては "StorageSaver ユーザーズガイド" を

参照してください。

その他のオプション使用例

- FC 接続のディスクアレイ装置を対象にした場合(推奨)

⇒ 例)

- FC 接続の PowerPath を導入した EMC ディスクアレイ装置を

対象にした場合

⇒ 例)

# srgquery -s /tmp

# srgquery -s /tmp

# srgquery -p -s /tmp
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(続き)

作成した設定ファイルを適用します。

- 設定ファイルの妥当性の確認をします。

⇒ 例)

- 設定ファイルを実行環境へ適用します。

⇒ 例)

- デーモンプロセスを起動します。

⇒ 例)

# srgconfig -c -s /tmp

# srgconfig -a -s /tmp 

# srgconfig -r
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6. EMS 依存リソースの設定

StorageSaver の設定ファイルを適用後、 Serviceguard のパッケージ構成ファイル
(ha_pkg.ascii)に、EMS 依存リソースを設定します。

(*) EMS 依存リソースにパッケージリソースを登録する場合の事例です。

# cd /etc/cmcluster/ha_pkg
# vi ha_pkg.ascii

<省略>
RESOURCE_NAME /ssdiag/ha_pkg/status ★パッケージ名を登録
RESOURCE_POLLING_INTERVAL 30
RESOURCE_UP_VALUE !=  DOWN
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(続き)

EMS 依存リソースを設定後、クラスターの再構築をします。

クラスターを停止します。

クラスターの再構築を行います。

(*) cmapplyconf 以降は 4. (5) "クラスターパッケージの適用確認" を
参照してください。

# cmhaltcl -f

# cmapplyconf -C /etc/cmcluster/cluster.ascii -P /etc/cmcluster/ha_pkg/ha_pkg.ascii
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(続き)

クラスター、パッケージの状態を確認します。

クラスターを起動します。

クラスター、パッケージの状態を確認します。(up になったことを確認)

以上で StorageSaver のクラスター構築については完了です。

# cmviewcl -v

# cmruncl

# cmviewcl -v
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