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1. はじめに 

この章では、Linux上で動作する CLUSTERPRO MC ResourceSaver for Linux(以下 ResourceSaverと略)

の概要について説明します。 

 

1.1. 利用者の権限について 

ResourceSaverは、特権ユーザ(rootアカウント)のみ利用できます。 
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2. ResourceSaverの機能 

この章では、ResourceSaverの機能と特徴について説明します。 

 

2.1. ResourceSaverの特徴 

ResourceSaverは、ログ出力とクラスタウェアへの障害通知を制御します。 

CPUコアやファイルシステムの異常検知を行い、予期しないシステムダウンを抑止します。 

重障害時のみフェイルオーバを実行、および間欠障害を無視することで、柔軟にクラスタシステムを運用

することが可能です。 

 

2.2. ResourceSaverシステム構成 

ResourceSaverはシングルサーバ、および CLUSTERPROを使用したクラスタシステムでの利用を推奨し

ます。ResourceSaverは各サーバに配置します。 

 

 

2.3. ResourceSaverソフトウェア構成 

ResourceSaver は以下の監視プロセス、管理インタフェース、設定ファイルから構成されます。サーバ間

の ResourceSaver同士は、通信しません。 

 

表 2-1 ResourceSaver ソフトウェア構成 
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監視プロセス 

管理インタフェース 

設定ファイル 

説明 プロセス名 

ファイル名 

プロセス起動状態 他プロセスとの通信 

監視プロセス ResourceSa

ver メインプ

ロセス 

rsmaind 常時起動 同一サーバ上の rsmaind

と rsmonitord、rsctrl は

共有メモリを介して通信

します。 

ResourceSa

ver 監視プロ

セス 

rsmonitord 常時起動 (rsmaind

の子プロセス) 

同一サーバ上の

rsmonitordと rsmaind、

rsstat、は共有メモリを介

して通信します。 

管理インタフェース ResourceSa

ver 管理コマ

ンド 

rsctrl ユーザ実行時のみ起

動 

同一サーバ上の rsmaind

と rsctrlは共有メモリを

介して通信します。 

ResourceSa

ver ク ラ ス

タ連携コマ

ンド 

rsstat CLUSTERPRO と

の連携時、監視対象

が正常な間は起動 

同一サーバ上の

rsmonitordと rsstat、は

共有メモリを介して通信

します。 

ResourceSa

ver 起動スク

リプト 

MCResource

Saver 

サーバ起動時、もし

くはユーザ実行時の

み起動 

他プロセスと通信しませ

ん。 

ResourceSa

ver 情報収集

スクリプト 

rscollect ユーザ実行時のみ起

動 

他プロセスと通信しませ

ん。 

設定ファイル ResourceSa

ver 設定ファ

イル 

rsmaind.con

f 

  

ResourceSa

ver 監視メッ

セージ定義

ファイル 

rs_fs_messa

ge.conf 
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ResourceSaver のソフトウェア構成は以下のとおりです。 
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ResourceSaver のプロセス構成は以下のとおりです。 
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2.4. ResourceSaverの機能 

ResourceSaver は同一サーバ上の CPU コアやファイルシステムを監視し、障害を検出すると syslog や

CLUSTERPROへ通知します。 

 

以下の図にて説明します。 

① rsmaindは起動時、設定ファイルの内容を共有メモリへ記録し、関連プロセスと情報を共有します。 

② rsmonitordは定期的に CPUやファイルシステムを監視します。 

③ rsmonitordは監視結果を syslogへ通知したり、共有メモリに記録します。 

④ 障害を検出すると、rsstatは異常終了します。 

⑤ ④を契機に業務はフェイルオーバします。 

 

 

ResourceSaverは以下の機能を提供します。HP-UX 版や MC SCOPE 上で動作する Linux 版との機能差

分は「9. HP-UX版・MC SCOPE上で動作する Linux版との差分」を参照してください。 
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・ CPU監視機能 

・ ファイルシステム監視機能 

・ リトライ機能 

・ サスペンド機能 

・ ヘルスチェック機能 

 

2.4.1. CPU監視機能 

用途：CPUコアの障害監視、softdogドライバによるサーバの再起動 

2.4.1.1. CPUコアの障害監視機能 

ResourceSaverが CPUをコア単位に監視することにより、以下の CPU障害を検出します。 

・ CPUコアのハードウェア障害(CPU ID 0を除く) 

・ CPU負荷の高騰 

 

CPU ID指定による監視、もしくは CPU数の閾値監視が可能です。 

障害を検出すると syslogおよび CLUSTERPROへ通知します。CLUSTERPROと連携している場合、業

務のフェイルオーバが可能です。 

CPU コアのハードウェア監視による障害検出の場合は、監視している CPU にて継続動作できないため、

ResourceSaverの該当 CPUコアの監視スレッドが終了してしまいます。そのため、障害 CPU装置を交換

した場合は、ホットスワップが可能なサーバの場合でも ResourceSaverの再起動が必要です。 

CPU負荷高騰による障害検出の場合は、継続して監視可能であるため、ResourceSaverの再起動は不要で

す。 

 

運用中に CPUを増減、もしくは ResourceSaverで監視する CPU IDの変更や閾値の増減を行う場合は、

ResourceSaverを再起動してください。場合によっては、設定の変更が必要になります。 

 

ResourceSaver 設定ファイル中の関連パラメータは以下の通りです。パラメータの詳細は「4.6 カスタマ

イズ」を参照してください。 

/root/monitor/cpu/available 

/root/monitor/cpu/interval 

/root/monitor/cpu/cpuid 

/root/monitor/cpu/count 

/root/monitor/cpu/retrycount 

 

2.4.1.2. Softdogドライバによるサーバの再起動機能 

OS の softdog ドライバを使用し、CPU 障害の検出と連動して、サーバの再起動が実行可能です。

ResourceSaver は CPU 監視および Softdog スイッチを有効 (ResocueSaver 設定ファイルの

/root/monitor/cpu/available と /root/monitor/cpu/softdog/available を yes に指定した場合)にすると、

定期的(ResocueSaver設定ファイルの /root/monitor/cpu/interval で指定した 1/2の値、1を指定した場合

0.5秒)に Watchdogタイマを更新しますが、CPU障害を検出すると Watchdogタイマを更新しなくなりま

す。 

そのため、CPU障害検出から ResourceSaver設定ファイルの /root/monitor/cpu/softdog/time で指定した

時間内に、OSによりサーバが再起動されます。 

ResourceSaver にて CPU 監視および Softdog スイッチを有効にする場合は、他製品の同等機能は無効に

してください。もしくは他製品にて同等機能を有効にする場合は、ResourceSaver の Softdog スイッチを

無効にしてください。 
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同等機能とは CLUSTERPROでは以下が該当します。 

・ [クラスタプロパティ] - [監視]タブ - [監視方法] で softdogを選択(シャットダウン監視) 

・ ユーザ空間モニタリソース - [監視(固有)]タブ - [監視方法] で softdogを選択 

 

ResourceSaver 設定ファイル中の関連パラメータは以下の通りです。パラメータの詳細は「4.6 カスタマ

イズ」を参照してください。 

/root/monitor/cpu/softdog/available 

/root/monitor/cpu/softdog/time 

 

2.4.2. ファイルシステム監視機能 

用途：ファイルシステムの障害監視 

ResourceSaverが syslogメッセージを監視することにより、以下のファイルシステム障害を検出します。 

・ OSが EXT3および EXT4ファイルシステムの異常を検出し、強制的に読み取り専用でマウントさ

れた 

 

ファイルシステム単位で監視が可能です。 

障害を検出すると syslog および CLUSTERPRO へ通知します。CLUSTERPRO と連携している場合、

業務のフェイルオーバが可能です。 

 

/proc 監視を併用することが可能です。/proc 監視とは、syslog メッセージ監視に加え、/proc 配下を参

照し、該当ファイルシステムが read only になっているかを確認します。syslog メッセージ監視をせず

に、/proc 監視のみ実行することはできません。 

 

運用中に ResourceSaverで監視するファイルシステムの変更や増減を行う場合は、ResourceSaverを再

起動してください。場合によっては、設定の変更が必要になります。 

 

ResourceSaver 設定ファイル中の関連パラメータは以下の通りです。パラメータの詳細は「4.6 カスタ

マイズ」を参照してください。 

/root/monitor/filesystem/available 

/root/monitor/filesystem/interval 

/root/monitor/filesystem/message  

/root/monitor/filesystem/syslog 

/root/monitor/filesystem/timeout 

/root/monitor/filesystem/proc 

/root/monitor/filesystem/partition/device 
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2.4.3. リトライ機能 

用途：監視対象の間欠障害時に障害通知やフェイルオーバをさせたくない 

監視対象(CPU)が障害状態になった際に、一定期間障害を syslog や CLUSTERPRO へ通知しないことが

可能です。監視間隔×リトライ回数の間、障害状態に変化がなければ、障害を通知するようにします。 

この機能は、すぐにフェイルオーバを発生すべき状態かどうか判断できない、すなわち監視対象の間欠障

害の場合に有効な機能です。 

 

ResourceSaver設定ファイル中の関連パラメータ(監視間隔)は以下の通りです。 

/root/monitor/cpu/interval 

 

ResourceSaver設定ファイル中の関連パラメータ(リトライ回数)は以下の通りです。 

/root/monitor/cpu/retrycount 

 

パラメータの詳細は「4.6 カスタマイズ」を参照してください。 

 

2.4.4. サスペンド機能 

用途：監視の一時停止/再開 

ResourceSaver のプロセスを終了させることなく、監視の一時停止が可能です。監視の一時停止中は、監

視対象(CPU、ファイルシステム)が障害状態になった際に、以下を抑制します。 

・ 障害の syslogや CLUSTERPROへの通知 

・ Softdogスイッチによるサーバの再起動 

以下は監視の一時停止中も有効です。無効にすることはできません。 

・ Resourcesaver管理コマンド rsctrl からのリクエスト受け付け 

・ ヘルスチェック機能 

 

監視の一時停止は Resourcesaver 管理コマンド rsctrl suspend サブコマンドの実行、監視の再開は

Resourcesaver管理コマンド rsctrl resumeサブコマンドの実行により可能です。 

この機能は、メンテナンス(例：一時的なファイルシステムの umount)やテスト(例：CPUへ負荷を掛ける)

の際に、syslog通知やフェイルオーバをさせたくない場合に有効な機能です。 

 

注意) ext3およびext4障害時のカーネルによるsyslogメッセージは複数行に分割されています。複数のファイルシステ

ムが同時に障害になると、syslogメッセージの順序が保障されません。その場合、ファイルシステムの障害を誤っ

て検出する可能性があります。 /root/fstype/device_message が 出 力 さ れ た が 、

/root/fstype/failure_message が/root/monitor/filesystem/timeout 以内に出力されない場

合がこれに該当します。通常は同時に複数のファイルシステムが障害になることは非常に稀であるため、影

響はありません。 

 

注意) syslogメッセージを監視しているため、ファイルシステム残容量不足などでsyslogにログが出力されない場合は障害

を検出できません。また、syslogをローカルサーバに残さない場合は障害検出できません。。 
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ResourceSaver 設定ファイル中の関連パラメータは以下の通りです。パラメータの詳細は「4.6 カスタマ

イズ」を参照してください。 

/root/arrival/interval 

 

2.4.5. ヘルスチェック機能 

用途：監視機能の動作確認 

監視が正常に動作しているかを確認することが可能です。監視が正常に動作しているかは、以下の syslog

メッセージにより確認してください。 

項目 syslogメッセージ 説明 

aliveメッセージ rsmaindは以下の通りです。 

rsmaind is alive. 

rsmaind, rsmonitord の各プロセスは、自身

が動作している場合 24 時間に 1 回メッセー

ジを出力します。メッセージを抑制すること

はできません。 

rsmonitordは以下の通りです。 

CPU monitor is running. 

File system monitor is running. 

ヘルスチェック異常

メッセージ 

Health check status of cpu 

monitor change to abnormal. 

Health check status of 

fs_monitor change to abnormal. 

Health check error. Shutdown 

Monitor Manager. 

rsmonitord の監視スレッドは、CPU 監視ス

レッドやファイルシステム監視スレッドが動

作しているかを定期的に確認します。 

確認する間隔は、ResourceSaver設定ファイ

ル中の以下パラメータの大きい方の値

×(/root/healthcheck/retrycount+1)を採用し

ます。 

/root/monitor/cpu/interval 

/root/monitor/filesystem/interval 

 

例えば、以下の設定値の場合、確認する間隔

は、160秒＝40秒×(3+1)回です。 

/root/monitor/cpu/interval 30 

/root/monitor/filesystem/interval 40 

/root/healthcheck/retrycount 3 

 

ResourceSaver 設定ファイル中の関連パラメータは以下の通りです。パラメータの詳細は「4.6 カスタマ

イズ」を参照してください。 

/root/monitor/cpu/interval 

/root/monitor/filesystem/interval  

/root/healthcheck/retrycount 
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3. お使いいただく前に 

この章では、ResourceSaverをお使いになる前に知っておいていただきたいことを説明します。 

 

3.1. インストールは完了していますか 

ResourceSaverをご利用いただくには、お客さまがご利用のサーバに ResourceSaverのプログラムをイン

ストールする必要があります。インストール方法については、『CLUSTERPRO MC ResourceSaver for 

Linux リリースメモ』の「1.5 インストール」を参照してください。 

 

3.2. ResourceSaverの起動と終了 

3.2.1. ResourceSaverの起動 

ResourceSaverの起動については、『CLUSTERPRO MC ResourceSaver for Linux リリースメモ』の「4.1. 

ResourceSaverの起動(CPU監視機能・ファイルシステム監視機能)」を参照してください。 

 

3.2.2. ResourceSaverの終了 

ResourceSaverの終了については、『CLUSTERPRO MC ResourceSaver for Linux リリースメモ』の「4.2. 

ResourceSaverの終了(CPU監視機能・ファイルシステム監視機能)」を参照してください。 

 

3.2.3. ResourceSaverの再起動(設定の変更) 

ResourceSaver の設定ファイルを変更する場合もしくは ResourceSaver を再起動する場合は、

『CLUSTERPRO MC ResourceSaver for Linux リリースメモ』の「4.3. ResourceSaverの再起動(設定変

更の反映)(CPU監視機能・ファイルシステム監視機能)」を参照してください。 

 

3.3. CLUSTERPROとの連携手順 

CLUSTERPRO と連携することにより、CPU やファイルシステムの障害検出時に業務をフェイルオーバ

させることが可能です。 

ResourceSaver クラスタ連携コマンド rsstat を CLUSTERPRO のカスタムモニタリソースとして登録し

ます。詳細は「6 CLUSTERPRO連携設定」を参照してください。 

CLUSTERPROのカスタムモニタリソースの設定は『CLUSTERPRO X 3.1 for Linux リファレンスガイ

ド』の「第 5章 モニタリソースの詳細」-「カスタムモニタリソースを理解する」も参照してください。 
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4. ResourceSaverによる障害監視 

この章では ResourceSaverを用いた障害監視の使用と設定方法について説明します。 

 

4.1. ResourceSaverの状態確認 

ResourceSaver管理コマンド rsctrl コマンドで確認します。設定や現在の状態を確認可能です。 

詳細は「5.1 ResourceSaver管理コマンド rsctrl」を参照してください。 

・ 状態を確認 

# /opt/HA/RSMC/bin/rsctrl -c show 

 

4.2. 監視の一時停止および再開 

ResourceSaverを起動した状態で、syslogや CLUSTERPROへの通知を一時抑止するには、rsctrl コマン

ドの suspendサブコマンド、再開するには rsctrl コマンドの resumeサブコマンドを使用します。監視の

一時停止中は、監視対象の障害を検出した場合も、syslogや CLUSTERPROへ通知しません。 

詳細は「5.1 ResourceSaver管理コマンド rsctrl」を参照してください。 

・ 監視を一時停止 

# /opt/HA/RSMC/bin/rsctrl -c suspend 

・ 監視を再開 

# /opt/HA/RSMC/bin/rsctrl -c resume 

 

4.3. ResourceSaverの二重起動について 

ResourceSaverは二重起動させないようにしてください。共有メモリキー(ResourceSaver設定ファイルの

/root/ipc/ipckeyで指定)の変更がない場合は、二重起動させると同じキーで共有メモリが作成できないため、

異常終了します。 

 

4.4. ResourceSaverが異常終了した場合の対処方法 

ResourceSaverのプロセスが異常終了した場合、「4.5 ResourceSaverが起動不可になった場合の対処」も

参考に、手動にて起動させてください。 

CLUSTERPRO連携している場合は、rsstatコマンドのオプション次第では業務がフェイルオーバします。

ResourceSaverメインプロセスやResourceSaver監視プロセスの異常終了時にフェイルオーバさせたくな

い場合は、CLUSTERPROのカスタムモニタリソースの設定において、rsstatコマンドの sオプションを

指定してください。 

 

また、プロセス監視のための別製品である CLUSTERPRO MC ProcessSaverにより ResourceSaverを自

動的に再起動させることが可能です。CLUSTERPRO MC ProcessSaverについては、CLUSTERPRO MC 

ProcessSaverのマニュアルを参照してください。 

 

4.5. ResourceSaverが起動不可になった場合の対処方法 

何らかの不具合によりResourceSaverが異常終了した場合や SIGKILLでResourceSaverプロセスを強制

終了させた場合、ResourceSaverが使用していた共有メモリが残ります。これを ipcrmコマンドで削除し

てください。 

① ResourceSaver 設定ファイルより共有メモリのキーを確認します。下記の場合、0x1234567b が共

有メモリのキーになります。 

# cat /var/opt/HA/RSMC/conf/rsmaind.conf 

  (中略) 
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<ipc> 

  <ipckey>0x1234567b</ipckey> 

</ipc> 

 

② ResourceSaverが使用していた共有メモリセグメントが存在することを確認します。 

# ipcs -m 

----- 共有メモリセグメント -------- 

キー         shmid       所有者    権限        バイト      nattch     状態 

0x1234567b 360456     root      666        3256320    0 

③ 共有メモリセグメントを削除します 

# ipcrm -M 0x1234567b 

④ipcsコマンドで削除されたことを確認します。 
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4.6. カスタマイズ 

ResourceSaver の設定ファイルをお客様においてカスタマイズする場合、お客様の環境で十分評価してい

ただき設定してください。 

 

4.6.1. ResourceSaver設定ファイル rsmaind.conf 

rsmaindプロセスおよび rsmonitordプロセスの動作をカスタマイズするファイルです。監視対象と障害検

出の閾値を指定します。 

ファイル名： rsmaind.conf(固定) 

ファイルの保存場所：/var/opt/HA/RSMC/conf 配下(固定) 

形式：XML 

 

・ コメントは <!-- で始まり --> で終わります。コメントは英数字のみ記載してください。 

・ 同じ名前のタグを記述しないでください。 

・ 省 略 可 の パ ラ メ ー タ に つ い て も 、 タ グ は 削 除 し な い で く だ さ い 。 例 え ば 、

<retrycount></retrycount>という記載は可能ですが、<retrycount>や</retrycount>が存在しない

と ResourceSaverは起動時に異常終了します。 

・ ResourceSaver のインストール直後には、サンプルとなる

/var/opt/HA/RSMC/conf/rsmaind.conf.sampleファイルを提供しています。rsmaind.conf.sample

を/var/opt/HA/RSMC/conf 配下にコピーし、エディタにて編集してください。 

・ rsmaind, rsctrl,MCResourceSaver が読み込みます。 

・ 既定値があるパラメータを設定しない場合、syslogに INFOメッセージを出力します。 

・ 下記パラメータの場合、XPath 表記は/root/ipc/ipckeyです。 

<root> 

 <ipc> 

  <ipckey>0x1234567b</ipckey> 

 </ipc> 

</root> 

 

表 4-1 ResourceSaver設定ファイル パラメータ一覧 

パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/product/name 製品名です。”ResourceSaver”固定で

す。 

－ 省略不可 なし 

/root/product/version 製品バージョンです。”1.0”固定です。 － 省略不可 なし 
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パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/ipc/ipckey ResourceSaver が共有メモリ領域を

確保する際に使用する共有メモリの

キーを指定します。16 進数で指定し

ます(10 進表記で指定された場合で

も 16 進数として扱われます)。 

他のソフトウェアが使用している共

有メモリのキーと重ならないように

してください。 

省略することはできません。省略した

場合、ResourceSaverは起動に失敗し

ます。 

16進数 省略不可 なし 

/root/trace/entry ResourceSaver のトレース情報を保

持する共有メモリ領域のエントリ数

を指定します（単位：エントリ）。 

rsmaind プロセスと rsmonitord プロ

セス分確保するため、実際には指定エ

ントリ数×2のエントリを確保します。 

サイクリック形式で最新エントリ数

分のトレース情報が保持され、古い情

報は破棄されます。 

共有メモリを使用するため、値を大き

くする場合は注意が必要です。 

保持したエントリは、ResourceSaver

正常終了時もしくは rsctrlコマンドの

dump オ プ シ ョ ン 指 定 時 、

ResourceSaver メモリダンプファイ

ルに出力します。 

1000～

1000000 

省略可 10000 

/root/trace/level ResourceSaver のトレース情報を出

力するレベルです(単位：なし)。debug

は出力する量が多くなります。 

以下のいずれ

かを指定。 

normal 

debug 

省略可 normal 
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パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/trace/dumpfilen

ame 

ResourceSaver の共有メモリ領域中

のトレース情報を出力するためのメ

モリダンプファイル名を指定します。

絶対パスで指定してください。 

 

絶対パスでディレクトリ名またはフ

ァイル名を指定します。 

ディレクトリ名を指定する場合、最後

に"/"の指定が必須となります。 

また、指定ディレクトリが rsmaind

プロセス起動前に作成されているこ

とが必要です。 

ディレクトリ名を指定した場合、ダン

プファイル名は ressaver_<連番>.dat

です。<連番>は 2桁、ダンプファイル

は 30個まで作成します。 

記載例： 

<dumpfilename>/var/opt/HA/RSMC/

</dumpfilename> 

 

ファイル名で指定した場合、ダンプフ

ァイルは rsmaind プロセスが終了す

る度に上書きされます。 

記載例： 

<dumpfilename>/var/opt/HA/RSMC/

ressaverdump.dat</dumpfilename> 

 

OS ディスク不具合時やディスク残容

量枯渇時は、ResourceSaverメモリダ

ンプファイルが保存できないため、OS 

ディスクとは別ディスクを指定する

ことを推奨します。 

文字列 

ディレクトリ

名指定時、最大

1000文字 

ファイル名指

定時、最大 30

文字 

省略可 /var/op

t/HA/R

SMC/ 

/root/healthcheck/ret

rycount 

ヘルスチェック失敗時のリトライ回

数を指定します(単位：回)。 

1～1000 省略可 3 

/root/arrival/interval rsctl コマンドからのリクエスト着信

を確認する間隔です(単位：秒)。例え

ば 60を指定すると、rsctrlコマンドを

実行しても最大 60 秒間リクエストを

確認できません。 

1～86400 省略可 5 
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パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/process/priority RessourceSaver メインプロセスおよ

び ResourceSaver 監視プロセスが動

作するプロセス優先度を指定します。 

既定値では、ResourceSaverのプロセ

スは高負荷時も監視を継続するため

に、プロセス優先度を上げ、リアルタ

イププロセスとなります。99が最高値

です。 

リリースメモ「5.1.2 MC SCOPE リ

ソース管理基盤との同時使用時の注

意」も参照してください。 

0～99 省略可 99(リア

ルタイ

ムプロ

セス) 

/root/monitor/cpu/av

ailable 

CPU 監視機能の有効／無効を指定し

ます。yes以外は無効です。 

以下のいずれ

かを指定。 

yes 

no 

省略可 no 

/root/monitor/cpu/int

erval 

CPU 監視機能における監視間隔を指

定します(単位：秒)。 

/root/monitor/filesystem/interval と

は異なる値を指定してください。 

1～86400 省略可 2 

/root/monitor/cpu/cp

uid 

CPU監視機能において、指定 CPU ID

が全て異常と判定した場合、障害を通

知します。複数指定する場合は","で区

切ってください。”,”前後に SPACEや

TABや改行を含めないでください。 

記載例： 

<cpuid>0,1,2,3</cpuid> 

 

/root/monitor/cpu/count とは排他で

す。両方指定した場合、ResourceSaver

は起動時に異常終了します。 

－ 省略可 なし 

/root/monitor/cpu/cou

nt 

CPU 監視機能において、残り生存

CPU 数の閾値を指定します(単位：コ

ア)。指定値以下(指定値含む)になった

場合、障害を通知します。 

 

/root/monitor/cpu/cpuid とは排他で

す。両方指定した場合、ResourceSaver

は起動時に異常終了します。 

0～100000 省略可 なし 
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パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/monitor/cpu/ret

rycount 

CPU 監視機能において、障害を検出

してからのリトライ回数を指定しま

す(単位：回)。CPU障害を検出しても、

/root/monitor/cpu/interval × 

(/root/monitor/cpu/retrycount) の 間

は、異常を通知しません。次の監視間

隔のタイミングで異常を通知します。 

0～1000 省略可 5 

/root/monitor/cpu/sof

tdog/available 

CPU 監視機能において、Softdog ス

イッチの有効／無効を指定します。

yes以外は無効です。 

以下のいずれ

かを指定。 

yes 

no 

省略可 no 

/root/monitor/cpu/sof

tdog/time 

CPU監視機能において、CPU障害検

出から Watchdog タイマ停止 により

サーバが再起動されるまでの猶予時

間を指定します(単位：秒)。 

以下の式を満たす必要があります。 

 

/root/monitor/cpu/softdog/time ＞ 

(/root/monitor/cpu/interval × 

(/root/monitor/cpu/retrycount ＋ 1)) 

1～86400 省略可 60 

/root/monitor/filesyst

em/available 

ファイルシステム監視機能の有効／

無効を指定します。yes 以外は無効で

す。 

以下のいずれ

かを指定。 

yes 

no 

省略可 no 

/root/monitor/filesyst

em/interval 

ファイルシステム監視機能における

監視間隔を指定します(単位：秒)。 

/root/monitor/cpu/interval と異なる

値を指定してください。 

1～86400 省略可 30 

/root/monitor/filesyst

em/message 

ファイルシステム監視機能における

ResourceSaver 監視メッセージ定義

ファイル名を絶対パスで指定します。 

文字列 

1023文字以内 

省略可 /var/op

t/HA/R

S/rs_fs

_messa

ge.conf 

/root/monitor/filesyst

em/syslog 

ファイルシステム監視機能において

監視するシステムログファイル名を

絶対パスで指定します。 

システムログファイルがローテーシ

ョンされても監視可能です。 

文字列 

1023文字以内 

省略可 /var/log

/messa

ges 
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パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/monitor/filesyst

em/timeout 

ファイルシステム監視機能において、

ResourceSaver 監視メッセージ定義

ファイル中の/fstype/device_message

で指定したメッセージを検出してか

ら、/fstype/failure_message で指定し

たメッセージを検出するまでのタイ

ムアウト時間を指定します(単位：秒)。 

指定時間以内に

/fstype/failure_messageで指定した

メッセージが検出できない場合は、障

害を通知しません。 

1～86400 省略可 30 

/root/monitor/filesyst

em/proc 

ファイルシステム監視機能におい

て 、/proc 監視を併用するかを指定し

ます。yes以外は無効です。 

以下のいずれ

かを指定。 

yes 

no 

省略可 No 

/root/monitor/filesyst

em/partition/device 

ファイルシステム監視機能におい

て 、監視対象デバイスのパスを指定

します。 

mount コマンドで表示されるデバイ

スのパスを指定してください (例：

/dev/sda1, /dev/mapper/vg-lvol0 ) 

 

/root/monitor/filesystem/partition は

複数指定可能です。監視するパーティ

ション分指定してください。 

－ ファイル

システム

監視機能

を使用す

る場合、

省略不可 

なし 

 

サンプルファイル rsmaind.conf.sample における記載例を以下に示します。 

<?xml version="1.0" encoding="ascii"?> 

 

<!-- Product information --> 

<root> 

    <product> 

        <name>ResourceSaver</name> 

        <version>1.0</version> 

    </product> 

 

    <!-- IPC --> 

    <ipc> 

        <ipckey>0x1234567b</ipckey> 

    </ipc> 

 

    <!-- trace --> 
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    <trace> 

        <entry>10000</entry> 

        <level>normal</level> 

        <dumpfilename>/var/opt/HA/RSMC/</dumpfilename> 

    </trace> 

 

    <!-- general --> 

    <healthcheck> 

        <retrycount>3</retrycount> 

    </healthcheck> 

    <arrival> 

        <interval>5</interval> 

    </arrival> 

    <process> 

        <priority>99</priority> 

    </process> 

 

    <!-- monitor --> 

    <monitor> 

        <cpu> 

            <available>no</available> 

            <interval>2</interval> 

            <count></count> 

            <retrycount>5</retrycount> 

            <cpuid></cpuid> 

            <softdog> 

                <available>no</available> 

                <time>60</time> 

            </softdog> 

        </cpu> 

 

        <filesystem> 

            <available>no</available> 

            <proc>no</proc> 

            <interval>30</interval> 

            <timeout>30</timeout> 

            <message>/var/opt/HA/RSMC/conf/rs_fs_message.conf</message> 

            <syslog>/var/log/messages</syslog> 

 

            <!-- You can define more than one partition --> 

            <partition> 

                <device></device> 

            </partition> 

            <partition> 

                <device></device> 
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            </partition> 

        </filesystem> 

    </monitor> 

</root> 
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4.6.2. ResourceSaver監視メッセージ定義ファイル rs_fs_message.conf 

ファイルシステム監視機能において、障害検出の契機となるメッセージを定義するファイルです。 

ファイル名： rs_fs_message.conf(可変) 

ファイルの保存場所：/var/opt/HA/RSMC/conf 配下(可変) 

形式：XML 

 

・ コメントは <!-- で始まり --> で終わります。コメントは英数字のみ記載してください。 

・ /root/fstype/device_message, /root/fstype/failure_message, /root/fstype/restoration_message 中に

以下の記号を記載する場合は、定義済み実体の表記で記載していください。 

記号 定義済み実体の表記 

& &amp; 

< &lt; 

> &gt; 

' &apos; 

" &quot; 

・ 省略不可のパラメータはありません。全て記載してください。 

・ ResourceSaver のインストール直後には、サンプルとなるファイルをカーネルバージョン別に複数提

供しています。いずれかを/var/opt/HA/RSMC/conf配下にコピーしてください。カーネルメッセージ

は、カーネルバージョンにより変更される可能性があるため、必要に応じてエディタにて編集してく

ださい。今後メッセージに変更がある場合は、サンプルファイルを追加予定です。 

OSバージョン カーネルバージョン サンプルファイル名 

Red Hat 

Enterprise Linux 

6.2 

2.6.32-220 rs_fs_message.conf.2.6.32-220.el6.sample 

Oracle Linux 6.2 2.6.32-300 rs_fs_message.conf.2.6.32-300.3.1.el6uek.sample 

・ ファイルシステム監視機能を使用しない場合は、本ファイルが存在しなくても影響はありません。 

・ rsmonitordが読み込みます。 

 

表 4-2 ResourceSaver監視メッセージ定義ファイル パラメータ一覧 

パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/fstype/type 監視するファイルシステムタイプを

指定します。 

以下のいずれ

かを指定。 

ext3 

ext4 

省略不可 なし 

/root/fstype/abort_me

ssage 

ファイルシステムの障害を検出した

際のカーネルメッセージを指定しま

す。 

サンプルファイルから変更しないで

ください。 

文字列 省略不可 なし 
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パラメータ(XPath表

記) 

説明 範囲・形式 省略可／

省略不可 

既定値 

/root/fstype/device_m

essage 

ファイルシステムの障害を検出した

際のデバイス名を含むカーネルメッ

セージを指定します。%V はデバイス

名です。 

カーネルメッセージに変更ない限り、

サンプルファイルのまま指定してく

ださい。 

文字列 省略不可 なし 

/root/fstype/failure_

message 

フ ァ イ ル シ ス テ ムが  read-only 

mount された際のカーネルメッセー

ジを指定します。 

カーネルメッセージに変更ない限り、

サンプルファイルのまま指定してく

ださい。 

文字列 省略不可 なし 

/root/fstype/restorati

on_message 

ファイルシステムが復旧した際のカ

ーネルメッセージを指定します。 

カーネルメッセージに変更ない限り、

サンプルファイルのまま指定してく

ださい。 

文字列 省略不可 なし 

 

サンプルファイル rs_fs_message.conf.2.6.32-220.el6.sampleにおける記載例を以下に示します。 

<?xml version="1.0" encoding="ascii"?> 

<root> 

  <fstype> 

    <type> 

      ext3 

    </type> 

    <abort_message> 

      ext3_abort 

    </abort_message> 

    <device_message> 

      EXT3-fs error (device %V): 

    </device_message> 

    <failure_message> 

      EXT3-fs (%V): error: remounting filesystem read-only 

    </failure_message> 

    <restoration_message> 

      EXT3-fs (%V): mounted filesystem with 

    </restoration_message> 

  </fstype> 

 

  <fstype> 

    <type> 
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      ext4 

    </type> 

    <abort_message> 

      ext4_abort 

    </abort_message> 

    <device_message> 

      EXT4-fs error (device %V): 

    </device_message> 

    <failure_message> 

      EXT4-fs (%V): Remounting filesystem read-only 

    </failure_message> 

    <restoration_message> 

      EXT4-fs (%V): mounted filesystem with 

    </restoration_message> 

  </fstype> 

</root> 
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4.7. 設定例 

本節では、ResourceSaver を実際にシステムへ適用する時に、よく使用されると考えるいくつかの設定例

を紹介します。 

 

4.7.1. CPU監視機能(CPU ID指定による監視) 

以下の事例の設定を記載します。 

・ CPUは 4コア(CPU IDは 0～3)。CPU ID 2と CPU ID 3のコアが障害の場合、syslogへ通知。 

・ CPU監視の監視間隔は 30秒、障害検出時のリトライ回数は 3回。 

・ Softdogスイッチによるサーバ再起動は実施しない。 

ResourceSaver設定ファイルの設定は以下の通りです(関連するパラメータのみ記載)。 

<cpu> 

<available>yes</available> 

<interval>30</interval> 

<cpuid>2,3</cpuid> 

<count></count> 

<retrycount>3</retrycount> 

<softdog> 

 <available>no</available> 

  <time>60</time> 

</softdog> 

</cpu> 

 

以下の事例の設定を記載します。 

・ CPUは 4コア(CPU IDは 0～3)。CPU ID 2と CPU ID 3のコアが障害の場合、syslogへ通知。 

・ CPU監視の監視間隔は 60秒、障害検出時のリトライはしない(即通知する)。 

・ Softdogスイッチによるサーバ再起動を実施する。障害検出からサーバ再起動まで約 90秒。 

ResourceSaver設定ファイルの設定は以下の通りです(関連するパラメータのみ記載)。 

<cpu> 

<available>yes</available> 

<interval>60</interval> 

<cpuid>2,3</cpuid> 

<count></count> 

<retrycount>0</retrycount> 

<softdog> 

 <available>yes</available> 

  <time>90</time> 

</softdog> 

</cpu> 

 

4.7.2. CPU監視機能(CPU数指定による監視) 

以下の事例の設定を記載します。 

・ CPUは 4コア(CPU IDは 0～3)。CPUコアが 1つでも障害の場合、syslogへ通知。 

・ CPU監視の監視間隔は 30秒、障害検出時のリトライ回数は 3回。 

・ Softdogスイッチによるサーバ再起動は実施しない。 
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ResourceSaver設定ファイルの設定は以下の通りです(関連するパラメータのみ記載)。 

<cpu> 

<available>yes</available> 

<interval>30</interval> 

<cpuid></cpuid> 

<count>3</count> 

<retrycount>3</retrycount> 

<softdog> 

 <available>no</available> 

  <time></time> 

</softdog> 

</cpu> 

 

以下の事例の設定を記載します。 

・ CPUは 4コア(CPU IDは 0～3)。CPUコアが 3つ障害の場合、syslogへ通知。 

・ CPU監視の監視間隔は 60秒、障害検出時のリトライはしない(即通知する)。 

・ Softdogスイッチによるサーバ再起動を実施する。障害検出からサーバ再起動まで約 90秒。 

ResourceSaver設定ファイルの設定は以下の通りです(関連するパラメータのみ記載)。 

<cpu> 

<available>yes</available> 

<interval>60</interval> 

<cpuid></cpuid> 

<count>1</count> 

<retrycount>0</retrycount> 

<softdog> 

 <available>yes</available> 

  <time>90</time> 

</softdog> 

</cpu> 

 

4.7.3. ファイルシステム監視機能 

以下の事例の設定を記載します。 

・ ファイルシステムは ext3形式。監視するファイルシステムは、/dev/sda1。 

・ ファイルシステム監視の監視間隔は 30秒。監視タイムアウト時間は 60秒。 

・ ResourceSaver監視メッセージ定義ファイルは、/var/opt/HA/RSMC/conf/rs_fs_message.conf。 

・ syslogとして/var/log/messagesを監視。 

・ /proc監視を併用する。 

ResourceSaver設定ファイルの設定は以下の通りです(関連するパラメータのみ記載)。 

<filesystem> 

 <available>yes</available> 

 <interval>30</interval> 

 <message>/var/opt/HA/RSMC/conf/rs_fs_message.conf </message> 

 <syslog>/var/log/messages</syslog> 

 <timeout>60</timeout> 

 <proc>yes</proc> 
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 <partition> 

  <device>/dev/sda1</device> 

 </partition> 

</filesystem> 

 

ResourceSaver監視メッセージ定義ファイルの設定は以下の通りです(関連するパラメータのみ記載)。 

<fstype> 

 <type> 

  ext3 

 </type> 

 <abort_message> 

  ext3_abort 

 </abort_message> 

 <device_message> 

  EXT3-fs error (device %V) 

 </device_message> 

 <failure_message> 

  Remounting filesystem read-only 

 </failure_message> 

 <restoration_message> 

  mounted filesystem with 

 </restoration_message> 

</fstype> 
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4.8. syslogへの出力 

監視対象で発生したイベントのサマリ情報を syslogに出力し蓄積します。この機能は、監視対象のリソー

スで障害が発生した場合に、syslog を監視する運用監視ソフトウェアがいち早く障害検知を行えるように

します。 

メッセージのファシリティは LOG_USERです。変更することはできません。 

メッセージのログレベルは以下のとおりです。 

・ FATAL：LOG_ERR 

・ ERROR：LOG_ERR 

・ WARNING：LOG_WARNING 

・ INFO：LOG_WARNING 

 

4.9. ResourceSaverメモリダンプファイルへの出力（障害発生時の情報収集） 

ResourceSaver の設定および動作情報をファイルに出力します。この機能は、障害が発生した場合に、障

害原因の究明を、より迅速・正確に行えるようにします。 

ファイル名：ResourceSaver設定ファイルの/root/trace/dumpfilenameパラメータで指定したファイル名 

ファイルの保存場所：ResourceSaver 設定ファイルの/root/trace/dumpfilename パラメータで指定したデ

ィレクトリ 

 

以下の場合に ResourceSaverメモリダンプファイルを出力します。 

・ rsmaindプロセス正常終了時 

・ rsctrl コマンドの dumpオプション実行時 

 

障害が発生して ResourceSaver の再起動や OS 再起動を実行する場合、以下のコマンドを実行して

ResourceSaver メモリダンプファイルを保存後に、ResourceSaver や OS を再起動してください。以下の

コマンドは rsmaindプロセスおよび rsmonitordプロセス起動中に、任意のタイミングで実行可能です。 

# /opt/HA/RSMC/bin/rsctrl -c dump 

# /opt/HA/RSMC/bin/rsctrl -c dump /var/opt/HA/RSMC/ressaverdump.dat 

 

ResourceSaver メモリダンプファイルの形式はバイナリ形式です。テキスト形式に変換するには以下のコ

マンドを実行してください。出力が端末の標準出力に表示されますので、出力はリダイレクトして保存し

てください。ResourceSaverメモリダンプファイルは、サポート部門へ送付願います。 

# /opt/HA/RSMC/bin/rsctrl -c d2t メモリダンプファイル名 

 

4.10. 障害発生後の情報収集 

障害時の解析に必要な情報を収集します。rscollect コマンドは下記ファイルの保存場所配下に、ファイル

名で記載している収集情報を収集します。下記ファイル名に記載している収集情報を、サポート部門へ送

付願います。 

ファイル名：RSMC_collect.tar.gz(Zオプション指定時), RSMC_collect.tar(Zオプション未指定時) 

ファイルの保存場所：/var/opt/HA/RSMC/ 配下 

 

使用例 

情報採取スクリプト rscollectを実行します。収集するファイルは圧縮しません。 

# /opt/HA/RSMC/bin/rscollect 
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情報採取スクリプト rscollectを実行します。収集するファイルを圧縮します。 

# /opt/HA/RSMC/bin/rscollect -Z 

 

 

進捗表示 

処理を開始すると、以下の情報が出力されます。 

start collecting files in <ディレクトリ名> 

 

rscollect コマンドの実行が完了しました。 

rscollect successfully done. 

 

注意事項 

・ ディスク容量の確保 

rscollectコマンドを実行すると、解析に必要な情報を収集した後、ファイルのアーカイブを行います。

アーカイブ後も元ファイルは残るため、コマンドを実行する前は、収集情報ファイルサイズとアーカ

イブファイルサイズを合計したディスク容量を確保してください。 

・ 収集済みデータの取り扱い 

コマンドは実行時、ファイルの保存場所に以前収集したファイルやアーカイブファイルが残っている

場合は全て削除します。以前収集した情報を保存するには、事前に別ファイルにするなどして保存し

てください。 

・ ResourceSaverメモリダンプファイルの収集 

rscollectは、ResourceSaverメモリダンプファイルを収集しません。これは障害発生日時前後のファ

イルが必要であり rscollect実行時とイコールではないこと、および/root/trace/entryの数やファイル

数によっては収集容量が大きくなるためです。障害発生時は、手動にて障害発生日時前後の

ResourceSaverメモリダンプファイルを収集し、サポート部門へ送付願います。 

・ 収集対象ファイルのパスを変更した場合 

収集対象ファイルのパスを変更した場合、rscollectの内容を修正する必要があります。例えば、syslog

の フ ァ イ ル 名 を  /var/log/messages か ら  /var/log/syslog.log に 変 更 し た 場 合 、

/opt/HA/RSMC/bin/rscollectの変数 os_SYSLOGを下記のように修正してください。 

(変更前) os_SYSLOG="/var/log/messages*" 

(変更後) os_SYSLOG="/var/log/syslog.log" 

・ ResourceSaver監視メッセージ定義ファイルのパスを変更した場合 

ResourceSaver監視メッセージ定義ファイルのパスを変更した場合、rscollectの内容を修正する必要

があります。例えば、 ResourceSaver 監視メッセージ定義ファイルのファイル名を 

/var/opt/HA/RSMC/conf/rs_fs_message.conf から /var/opt/HA/RSMC/conf/message.conf に変更し

た場合、/opt/HA/RSMC/bin/rscollectの変数 os_SYSLOGを下記のように修正してください。 

(変更前) rs_MESSAGE_FILE_PATH="/var/opt/HA/RSMC/conf/rs_fs_message.conf " 

(変更後) rs_MESSAGE_FILE_PATH="/var/opt/HA/RSMC/conf/message.conf 

 

パラメータ 

必要であれば rscollect内の以下パラメータを変更してください。 
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表 4-3 rscollectパラメータ一覧 

パラメータ名 意味 範囲・形式 既定値 

COLLECTDI

R_PRIMARY 

収集した情報を保存するディレクトリ名を絶対パス

で指定します。最後尾は"RSMC_collect"を指定して

ください(固定)。 

"/var/opt/HA/RSMC/RSMC_collect" が指定されて

いる場合、"/var/opt/HA/RSMC" 配下に 

RSMC_collect.tar(.gz)を作成します。 

文字列 

最大 1024 文字 

"/var/opt/H

A/RSMC/R

SMC_colle

ct" 

COLLECTDI

R_SECONDA

RY 

収集した情報を保管するディレクトリやファイル名

を 絶 対 パ ス で 指 定 し ま す 。

COLLECTDIR_PRIMARY で指定したディレクト

リがディスク容量不足により情報採取不可であった

場合、採取した情報を本パラメータで指定したディ

レクトリに保存します。 

本パラメータで指定したディレクトリもディスク容

量不足により情報採取不可であった場合、情報採取

はキャンセルします。 

"/tmp/RSMC_collect" が指定されている場合、

"/tmp" 配下に RSMC_collect.tar(.gz)を作成します。 

文字列 

最大 1024 文字 

"/tmp/RSM

C_collect" 

ARCHIVE_N

AME 

収集情報のファイル名を指定します。変更しないで

ください。 

文字列 "RSMC_co

llect" 

RS_CHECK 1 を指定すると、ResourceSaver の情報収集を行い

ます。 

0：収集しない 

1：収集する 

1 

CLUSTERPR

O_CHECK 

1 を指定すると、CLUSTERPRO の情報収集を行い

ます。 

0：収集しない 

1：収集する 

0 

OS_CHECK  1を指定すると、OSの情報収集を行います。 0：収集しない 

1：収集する 

1 

SOSREPORT

_CHECK 

1を指定すると、sosreportコマンドによる情報収集

を行います。実行には時間が掛かるため、注意が必

要です。 

0：収集しない 

1：収集する 

0 

 

収集情報一覧 

以下の情報を収集します。clplogccの詳細は、CLUSTERPRO X のマニュアル『CLUSTERPRO X 3.x 

for Linux リファレンスガイド』を参照してください。 

表 4-4 rscollect収集情報一覧 

rscollect内の変数 収集するファイルおよびコマンド実行結果 

CLUSTERPRO_CHECK=1 の場合 /opt/nec/clusterpro/bin/clplogcc 実行結果 

OS_CHECK=1 の場合 syslog（/var/log/messages*） 

/etc/fstab 

/etc/mtab 

/etc/redhat-release 

/proc/cpuinfo 

/proc/mounts 
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df –a 実行結果 

df –i 実行結果 

ipcs –a実行結果 

ps –ely実行結果 

rpm –qai実行結果 

sysctl -a 実行結果 

top –b –n1実行結果 

uname –a実行結果 

vmstat実行結果 

RS_CHECK=1 の場合 /var/opt/HA/RSMC/* 

rsctrl -c m2t実行結果 

SOSREPORT_CHECK=1 の場合 sosreport -k rpm.rpmva=off 実行結果 

 

4.11. 疑似障害発生手段 

疑似障害発生手段は、以下の方法で可能です。 

 CPU監視 ファイルシステム監視 

障害発生 # echo 0 > 

/sys/devices/system/cpu/cpu<CPU 

ID>/online 

logger(1)にて ResourceSaver 監視メッセ

ージ定義ファイルに指定した以下のメッ

セージを syslogへ出力してください。 

/root/fstype/device_message 

/root/fstype/failure_message 

障害からの復旧 なし。 logger(1)にて ResourceSaver 監視メッセ

ージ定義ファイルに指定した以下のメッ

セージを syslogへ出力してください。 

/root/fstype/restoration_message 
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5. コマンドリファレンス 

5.1. ResourceSaver管理コマンド rsctrl 

 

名前 

rsctrl – ResourceSaverの運用、管理を行います 

 

形式 

/opt/HA/RSMC/bin/rsctrl –c <subcommand> [ <options> ] 

subcommand: 

   d2t     ResourceSaverメモリダンプファイル名 

   dump   [ResourceSaverメモリダンプファイル名] 

   loglevel  normal | debug 

   m2t 

   resume 

   show 

   shutdown 

   suspend 

 

説明 

ResourceSaver の運用、管理を行うコマンドです。サブコマンドで実行する機能を指定します。

rsmaind プロセスが確保する共有メモリ領域にはメッセージボックスと呼ばれる特別な領域があり、

rsctrl コマンドはこのメッセージボックスに指定されたサブコマンドを書き込むことにより、

rsmaindプロセスへ処理を依頼します。 

本コマンドは root権限を持つユーザで実行してください。 

 

オプション 

rsctrl には以下のオプションがあります。 

-c 続いてサブコマンドを指定します。 

 

サブコマンド 

サブコマンドは以下のとおりです。 

d2t、m2t、showで表示する内容は予告なく変更する可能性があります。 

表 5-1 rsctrlサブコマンド一覧 

サブコマンド名 説明 

d2t dump サブコマンドで出力した ResourceSaver メモリダンプファイルの

内容を標準出力へ表示します。rsmaindプロセスが起動している必要はあ

りません。 

dump rsmaindプロセスの現在のメモリダンプ(共有メモリイメージ)ファイルを

指定されたファイル名で作成します。指定されたファイルがすでに存在し

ている場合、そのファイルを上書きします。 

ファイル名が指定されていない場合は、ResourceSaver 設定ファイルの 

/root/trace/dumpfilename で指定したファイル名、もしくは既定値であ
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る /var/opt/HA/RSMC/ 配下へサイクリック形式で作成します。なお、こ

のサブコマンドにより rsmaind プロセスが終了することはありません。 

ResourceSaverメモリダンプファイル名の最大長は 30バイトです。 

loglevel rsmaind プロセスが syslog やメモリダンプに出力するログレベルを指定

します。「normal」「debug」が指定可能です。「debug」は障害発生時に、

より詳細なログ出力する場合に指定します。 

起動時は、ResourceSaver 設定ファイルの /root/trace/level で指定した

値、もしくは既定値である normalです。 

m2t rsmaind プロセスの現在のメモリダンプ(共有メモリイメージ) を標準出

力へ表示します。 

resume 一時停止していた監視を再開します。 

show 設定情報および現在の状態を表示します。 

監視対象の CPUやファイルシステムが正常であるかは、以下を確認して

ください。正常な場合は NORMALとなります。 

Information of monitoring cpu parameters - Status 

Information of monitoring file system parameters - Status 

 

suspend中であるかは、以下を確認してください。 

supend中は SUSPEND、通常は RUNNINGになります。 

Information of general parameters - Operationg mode 

shutdown rsmaindプロセス、rsmonitord プロセスをシャットダウン(正常終了)しま

す。rsmaindプロセス、rsmonitordプロセスの終了まで待ち合わせます。 

待ち合わせる最大時間は、ResourceSaver設定ファイルのパラメータによ

り決定します。 

((/root/monitor/cpu/interval と/root/monitor/filesystem/interval の大き

い方の値)× (/root/healthcheck/retrycount＋1)＋15)(秒)です。 

 

待ち合わせる最大時間を超えた場合は、rsctrlコマンドは以下のメッセー

ジを標準エラー出力に出力します。 

WARNING: Shutdown command timed out. 

この場合は、killコマンドなどでプロセスを強制終了させてください。強

制終了させた場合は、「4.5.ResourceSaver が起動不可になった場合の対

処方法」も参照してください。 

 

また、正常終了時は、ResourceSaverメモリダンプファイルを出力します。 

suspend 監視を一時停止します。一時停止すると、障害を検出しても、syslogへメ

ッセージ出力しません。また、CLUSTERPRO 連携している場合はフェ

イルオーバしません。CPU 監視とファイルシステム監視を実行している

場合は、両方監視を一時停止します。 

 

showサブコマンドの出力例を以下に示します。出力内容は予告なく変更する場合があります。 

 [rsctrl Information] 

 

 Information of general parameters 
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  Product name    : ResourceSaver 

  Product version    : 1.0 

  IPCKEY     : 0x1234567b 

  Destination of dump file   : /var/opt/HA/RSMC/ 

  Operating mode    : RUNNING 

  Message from rsctrl    : 1 

  Priority of process    : 99 

  Time interval of checking message from rsctrl : 5 [sec] 

  Count of health check (rsmonitord)  : 3 

 

 Information of monitoring cpu parameters 

  Status     : NORMAL 

  Time interval of monitoring   : 2 [sec] 

  Threshold of count of error CPU core(s)  : -1 

  Count of retrying to check status CPU  : 5 

  Count of current health check   : 11 

  Count of old health check   : -1 

  List of cpuid    : [1, 3] 

 

   CPU ID    : 1 

   Status    : NORMAL 

   Thread ID   : 0xdb492700 

   Count of current health check  : 24 

   Count of old health check  : 22 

 

   CPU ID    : 3 

   Status    : NORMAL 

   Thread ID   : 0xdaa91700 

   Count of current health check  : 24 

   Count of old health check  : 22 

 

  Software watchdog margin   : 10000 [sec] 

 

 Information of monitoring file system parameters 

  Monitoring /proc    : NO 

  Status     : NORMAL 

  Time interval of monitoring   : 3 [sec] 

  Limit time for find read-only message  : 30 [sec] 

  Directory path of syslog   : /var/log/messages 

  Count of current health check   : 16 

  Count of old health check   : -1 

  Directory path of ResourceSaver's message file : 

/var/opt/HA/RSMC/conf/rs_fs_message.conf 

 

  Monitoring message list 
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   File system type   : EXT3 

   Abort message   : ext3_abort 

   Device message   : EXT3-fs error (device %V) 

   Read-only message   : Remounting filesystem 

read-only 

   Mount message   : mounted filesystem with 

 

   File system type   : EXT4 

   Abort message   : ext4_abort 

   Device message   : EXT4-fs error (device %V) 

   Read-only message   : Remounting filesystem 

read-only 

   Mount message   : mounted filesystem with 

 

  Each information of monitoring file system 

   Directory path of device  : /dev/sda1 

   File system type   : EXT4 

   Status    : NORMAL 

 

 Trace log informations 

  Number of trace slot   : 10000 

  Log level     : NORMAL 

 

関連ファイル 

/var/opt/HA/RSMC/conf/rsmaind.conf ResourceSaver設定ファイル 
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5.2. ResourceSaverメインプロセス rsmaind、ResourceSaver監視プロセス rsmonitord 

 

名前 

rsmaind – ResourceSaverメインプロセス 

rsmonitord – ResourceSaver監視プロセス 

 

形式 

/opt/HA/RSMC/lbin/rsmaind 

/opt/HA/RSMC/lbin/rsmonitord 

 

説明 

rsmaindプロセスは、rsmonitordプロセスの生成、rsctrl コマンドからのリクエスト受け付けおよび

実行など ResourceSaver全体の制御を実行します。 

rsmonitordプロセスは、CPUコアおよびファイルシステムの監視を実行します。 

rsmaindプロセスが生成した共有メモリを介して、両プロセスは通信を行います。 

 

オプション 

rsmaindや rsmonitordは直接実行しないでください。 

起動する場合は、/opt/HA/RSMC/bin/MCResourceSaver を実行してください。 

 

関連ファイル 

/opt/HA/RSMC/bin/MCResourceSaver ResourceSaver起動スクリプト 

/var/opt/HA/RSMC/conf/rsmaind.conf ResourceSaver設定ファイル 

/var/opt/HA/RSMC/conf/rs_fs_message.conf ResourceSaver監視メッセージ定義ファイル 
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5.3. ResourceSaver情報収集スクリプト rscollect 

 

名前 

rscollect – ResourceSaver情報収集スクリプト 

 

形式 

/opt/HA/RSMC/bin/rscollect [-Z] 

 

説明 

rscollectは、障害時の解析に必要な情報を収集します。 

本コマンドは root権限を持つユーザで実行してください。 

 

 

オプション 

rscollectには以下のオプションがあります。 

 

-Z 収集したファイルを gzipで圧縮します。省略時は圧縮しません。 
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5.4. ResourceSaver起動スクリプト MCResourceSaver 

 

名前 

MCResourceSaver – ResourceSaver起動スクリプト 

 

形式 

/opt/HA/RSMC/bin/MCResourceSaver [start | stop] 

 

説明 

MCResourceSaver は ResourceSaver メインプロセス rsmaind や ResoruceSaver 監視プロセス

rsmonitordの起動や終了を実行します。手動起動する場合に、実行してください。 

本コマンドは root権限を持つユーザで実行してください。 

 

オプション 

MCResourceSaverには以下のオプションがあります。 

 

start rsmaindと rsmonitordを起動します。 

stop rsmaindと rsmonitordを終了します。rsctrl –c shutdownを実行しているため、rsmaind

プロセス、rsmonitordプロセスの終了まで待ち合わせます。 
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5.5. ResourceSaverクラスタ連携コマンド rsstat 

 

名前 

rsstat – ResourceSaverクラスタ連携コマンド 

 

形式 

/opt/HA/RSMC/bin/rsstat -m <ipckey> [-f <devicename> | -c] [-t <interval>] [-s] 

 

説明 

rsstatは CLUSTERPROと連携する際に、カスタムモニタリソースとして指定するコマンドです。 

 

オプション 

rsstatには以下のオプションがあります。cオプションと fオプションは、どちらか一方を指定してく

ださい。 

 

-m <ipckey>  <ipckey>は共有メモリキーを指定します。ResourceSaver設定ファイルの 

   /root/ipc/ipckeyで指定した共有メモリキーと同じ値を指定してください。 

   不正な共有メモリキーを指定すると、rsstatは異常終了し、フェイルオー 

   バが発生する可能性があります。 

-f <devicename> <devicename>で指定したファイルシステムの障害と連動し、フェイルオー 

   バするための監視対象デバイスのパスを指定してください。 

   ResourceSaver設定ファイルの/root/monitor/filesystem/partition/device 

   パラメータで指定したパスを同じものを指定してください。1つのみ指定 

   可能です。誤ったパスを指定すると、rsstatは異常終了し、フェイルオー 

   バが発生する可能性があります。 

-c   CPU監視の障害と連動し、フェイルオーバする場合に指定してください。 

-t <interval>  <interval>は監視間隔を指定してください(単位：秒)。範囲は 1～86400を 

   指定してください。指定しない場合、既定値の 60秒を採用します。mオ 

   プションで指定した共有メモリを介して、監視対象の状態を確認します。 

-s   mオプションで指定した共有メモリが存在しない場合でも、異常終了しな 

   いためのオプションです。sオプションを指定しない場合、ResourceSaver 

   メインプロセスの起動遅延、もしくは ResourceSaverメインプロセスの 

   終了に伴う共有メモリアクセス不可の際に、フェイルオーバが発生する可 

   能性があります。 

 

関連ファイル 

/var/opt/HA/RSMC/conf/rsmaind.conf ResourceSaver設定ファイル 

 

使用例 

カスタムモニタリソースの[ファイル]に指定する際の使用例を示します。 

 

デバイス/dev/sda1の障害と連動し、フェイルオーバする。共有メモリキーは 0x1234567b。 

監視間隔は 60秒。 

/opt/HA/RSMC/bin/rsstat -m 0x1234567b -f /dev/sda1 –t 60 
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デバイス/dev/sda1の障害と連動し、フェイルオーバする。共有メモリキーは 0x1234567b。 

監視間隔は 60秒。 

この場合、カスタムモニタリソースは 2つ作成してください。共有メモリキーは共通です。 

/opt/HA/RSMC/bin/rsstat -m 0x1234567b -f /dev/sda1 –t 60 

/opt/HA/RSMC/bin/rsstat -m 0x1234567b -f /dev/sda2 –t 60 

 

CPUの障害と連動し、フェイルオーバする。共有メモリキーは 0x1234567b。監視間隔は 90秒。 

共有メモリが存在しなくともフェイルオーバしない。 

/opt/HA/RSMC/bin/rsstat -m 0x1234567b -c -t 90 -s 
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6. CLUSTERPRO連携設定 

6.1. カスタムモニタリソースの作成 

ResoureSaverと CLUSTERPROが連携する際は、カスタムモニタリソースにより連携します。 

1. CLUSTERPRO Builder ツリービューの [Monitors] をクリックし、[編集] メニューの [追加] をク

リックします。 

2. [モニタリソースの定義] ダイアログボックスが開きます。[タイプ] ボックスでモニタリソースのタイ

プ (custom monitor) を選択し、[名前] ボックスにモニタリソース名を入力します。[次へ] をクリッ

クします。 

3. 監視設定が表示されます。設定を行い、[次へ] をクリックします。 

4. 以下のように入力し [次へ] をクリックします。[ファイル]で指定する rsstat コマンドのオプション

は、「5.5 ResourceSaverクラスタ連携コマンド rsstat」を参照してください。 

項目 設定値 

ユーザアプリケーション [有効]を指定してください。 

ファイル rsstatコマンドを指定してください。 

例:/opt/HA/RSMC/bin/rsstat -m 0x1234567b -c -t 60 

監視タイプ [非同期]を指定してください。 

ログ出力先 rsstat コマンドが標準出力や標準エラー出力へ出力す

るメッセージを保存するファイルを指定してください。 

正常な戻り値 0 

5. 回復動作が表示されます。設定を行い、 [完了] をクリックします。 

 

以下も参照してください。 

・ 『CLUSTERPRO X 3.x for Linux インストール&設定ガイド』の「第 7章 クラスタ構成情報を変更

する」 

・ 『CLUSTERPRO X 3.x for Linux リファレンスガイド』の「第 5章 モニタリソースの詳細」 - 「カ

スタムモニタリソースを理解する」 

 

以上で、CLUSTERPROの設定は終了です。 
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7. 諸元 

ResourceSaverの諸元は以下のとおりです。 

表 7-1 諸元 

諸元 説明 値 

監視可能な最大 CPU数 監視可能な CPU コア数です。また、OS が生成

可能な最大スレッド数にも制限されます。 

100,000 

監視可能な最大ファイルシステム数 監視可能なファイルシステムの数です。 1,000 

ResourceSaver メモリダンプファイ

ル最大世代数 

世代管理可能な ResourceSaver メモリダンプフ

ァイルの数です。 

30 

トレースエントリ最大数 ResourceSaver 設定ファイルの/root/trace/entry

パラメータで定義可能な ResourceSaver メモリ

ダンプファイルに出力されるトレースエントリ

の数です。 

1,000,000 
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8. エラーメッセージ 

この章では、エラーメッセージについて発生条件と対処方法を説明します。表中の%d は数字、%s は文字

列を表します。 

 

8.1. syslogメッセージ 

表 8-1 rsmaind syslogメッセージ一覧 

メッセージ メッセージの意味 対処方法 

The license is invalid. (%d) ライセンスが無効です。 有効なライセンスを入力してくだ

さい。 

The license has expired. (%d) ライセンスが期限切れです。 有効なライセンスを入力してくだ

さい。 

Failed to check the license. (%d) ライセンスチェックに失敗しました。 /etc/n2l2_infoが壊れている可能性

があります。 

Failed to read configuration files. ResourceSaver設定ファイルの読み込

みに失敗しました。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Failed to execute 

shm_get_trc_mng(). 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to execute 

shm_get_cmn_mng(). 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

shm_put_msg_id() failed. 共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to fork rsmonitord. rsmonitordの生成に失敗しました。 システムリソースが十分か確認し

てください。 

I'm going down. 異常終了です。 エラー詳細は、他のエラーメッセー

ジを参照してください。 

Failed to execute ¥"%s¥": %s rsmonitordの生成に失敗しました。 システムリソースが十分か確認し

てください。 

The process timed out during 

waiting for rsmonitord 

initialization. 

rsmonitordの初期化に失敗しました。 システムリソースが十分か確認し

てください。 

Failed to execute waitpid. (pid : %d) waitpidに失敗しました。 対処不要です。 

The process timed out during 

waiting for rsmonitord termination. 

(pid : %d) 

rsmonitordの終了待ち合わせがタイム

アウトしました。 

rsmonitordが残っている場合は、

プロセスを killしてください。 

Failed to execute kill(%d, 

SIGTERM) rsmonitord. 

rsmonitordが存在しません。 rsmonitordが残っている場合は、

プロセスを killしてください。 

Failed to execute kill(%d, 

SIGKILL) rsmonitord. 

rsmonitordが存在しません。 rsmonitordが残っている場合は、

プロセスを killしてください。 

Received an invalid 

request(ID : %d) from rsctrl. 

rsctrlコマンドから不正なリクエスト

を受信しました。 

共有メモリが壊れていないか確認

してください。 

Failed to open the file. (%s) /procファイルのopenに失敗しました。 対処不要です。 

Failed to read the file. (%s) /procファイルの readに失敗しました。 対処不要です。 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

The process is not child process. 

(pid : %d) 

該当プロセスは子プロセスではありま

せん。 

rsmonitordが残っている場合は、

プロセスを killしてください。 

Failed to allocate memory. 本メッセージ以降は設定ファイルに関

するメッセージです。 

初期化時、メモリ確保に失敗しました。 

空きメモリが十分か確認してくだ

さい。 

Both monitoring cpu and 

monitoring file system are not 

available. 

CPU監視、ファイルシステム監視が共

に無効です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Failed to create shared memory. 共有メモリの生成に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get the shared memory of 

common configuration. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get the shared memory of 

cpu configuration. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get the shared memory of 

file system configuration. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get the shared memory of 

file system's message configuration. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get the shared memory of 

trace configuration. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to parse XML file. (%s) XMLファイルの解析に失敗しました。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Failed to get root node from XML 

file. (%s) 

rootタグが存在しません。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Failed to get configuration value. 

(%s) 

設定値の取得に失敗しました。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Configured product name is 

invalid. (%s) 

ResourceSaver設定ファイルの

/root/product/nameが不正です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Configured product version is 

invalid. (%s) 

ResourceSaver設定ファイルの

/root/product/versionが不正です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Configured ipckey is invalid. (%s) ResourceSaver設定ファイルの

/root/ipc/ipckeyが不正です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Configured ipckey is too long. (%s) ResourceSaver設定ファイルの

/root/ipc/ipckeyが大きすぎます。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Configured cpu id is(are) invalid. ResourceSaver設定ファイルの

/root/monitor/cpu/cpuidが不正です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

Both cpu count and cpuid are 

specified. Configure either cpu 

count or cpuid. 

ResourceSaver設定ファイルの

/root/monitor/cpu/cpuidと

/root/monitor/cpu/countの両方が指定

されています。上記パラメータは排他

です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

The device name is invalid. (%s) ResourceSaver設定ファイルの

/root/monitor/filesystem/partition/dev

iceが不正です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

XML Path is duplicated. (%s) XMLパスが重複しています。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Failed to execute 

xmlXPathNodeSetItem(). (%s) 

XMLファイルの解析に失敗しました。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Configuration value is too long. 

(%s) 

設定値が大きすぎます。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Configuration value contains new 

line. (%s) 

設定値に改行が含まれています。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Type of configuration file system is 

unknown. 

ファイルシステムタイプに EXT3や

EXT4以外のファイルシステムが指定

されています。 

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Failed to get file system message. メッセージ取得に失敗しました。 ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Failed to open file. (/proc/mounts) /proc/mountsの openに失敗しました。 ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Type of configured file system is 

invalid. (%s) 

ファイルシステムタイプに EXT3や

EXT4以外のファイルシステムが指定

されています。 

もしくは、mountコマンドで表示され

るデバイスのパスが指定されていませ

ん。 

ResourceSaver設定ファイル、

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Can't specify comma at the 

beginning and the end. 

/root/monitor/cpu/cpuidの最初か最後

に’,’が指定されています。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Can't specify comma continuously. /root/monitor/cpu/cpuidに’,’が連続し

て指定されています。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Configured cpu id is invalid. /root/monitor/cpu/cpuidが不正です。 ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Separate id with a comma. /root/monitor/cpu/cpuidは’,’を使用し

て複数指定してください。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

Configured ID(%d) is duplicated. /root/monitor/cpu/cpuidで指定された

CPU IDが重複しています。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Failed to get root node from 

ResourceSaver configuration file. 

(rsmaind.conf) 

rootタグが存在しません。 ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Failed to allocate for XML context XMLの解析に失敗しました。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Failed to allocate xml object. XMLの解析に失敗しました。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Inner XML is not configured. (%s) XMLの解析に失敗しました。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Inner XML node is not configured. 

(%s) 

XMLの解析に失敗しました。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

XML Tag is duplicated. (%s) XMLタグが重複しています。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Configuration value is invalid. (%s) 設定値が不正です。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Value is not configured. (%s) 設定値が未設定です。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

Configured value is duplicated. 

(%s) 

設定値が重複しています。 ResourceSaver設定ファイルや

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルを確認してください。 

 

表 8-2 rsmonitord syslogメッセージ一覧 

メッセージ メッセージの意味 対処方法 

Failed to open watchdog. 本メッセージ以降は CPU監視に関す

るメッセージです。 

softdogドライバの openに失敗しまし

た。 

他の製品が softdogドライバを使用

していないか確認してください。 

Failed to create thread. (tid : 

0x%08x, core_id : %d) 

スレッドの生成に失敗しました。 システムリソースが十分か確認し

てください。 

Failed to set affinity. (err : %d) CPU監視のための CPUバインドに失

敗しました。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 

Failed to get general configuration. 共有メモリの取得に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

CPU core (ID : %d) becomes error. CPU ID%dの異常を検出しました。 ハードウェアを確認してください。 

CPU is error. CPU が異常です。 ハードウェアを確認してください。 

The monitoring thread move from 

start core. 

CPU監視用スレッドが起動時にバイン

ドした CPUコアから移動しました。該

当 CPUの監視ができません。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 

Failed to write watchdog. watchdogタイマの更新に失敗しまし

た。 

他の製品が softdogドライバを使用

していないか確認してください。 

Failed to get general configuration. 本メッセージ以降はファイルシステム

監視に関するメッセージです。 

共有メモリの取得に失敗しました。 

共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to execute 

init_monitor_filesystem(). 

共有メモリの取得に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to execute 

check_device_rw(). 

共有メモリの取得に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Monitoring file system is going 

down. 

異常を検出したため、ファイルシステ

ム監視は終了します。 

他のメッセージを参照し、対処して

ください。 

Failed to execute open_syslog(). syslogの openに失敗しました。 syslogが出力可能な状態か確認し

てください。 

Failed to execute 

check_device_rw(). 

ファイルシステムの確認に失敗しまし

た。 

デバイスファイルを確認してくだ

さい。 

Failed to execute 

check_syslog_status(). 

syslog更新チェックに失敗しました。 syslogが出力可能な状態か確認し

てください。 

Failed to get inotify events. syslog更新チェックに失敗しました。 syslogが出力可能な状態か確認し

てください。 

Failed to execute check_syslog(). syslogファイルが変更されていないか

のチェックに失敗しました。 

syslogが出力可能な状態か確認し

てください。 

Failed to get information about a 

file. (%s) 

syslogファイルの情報取得に失敗しま

した。 

syslogが出力可能な状態か確認し

てください。 

Failed to execute stat(). デバイスファイルの情報取得に失敗し

ました。 

デバイスファイルを確認してくだ

さい。 

Failed to execute readlink(). デバイスファイルのシンボリックリン

ク情報取得に失敗しました。 

デバイスファイルおよびシンボリ

ックリンクファイルを確認してく

ださい。 

Failed to find message.(device : %s) 該当するメッセージが見つかりませ

ん。 

ResourceSaver監視メッセージ定

義ファイルについて、該当する OS

やファイルシステムタイプのメッ

セージと一致するか確認してくだ

さい。 

Failed to execute shm_get_fs(). 共有メモリの取得に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to open file. (%s) /proc/mountsもしくは syslogファイル

の openに失敗しました。 

/proc/mountsや syslogを確認して

ください。 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

The file system is aborted. ファイルシステム障害のメッセージを

検出しました。 

ファイルシステムを確認してくだ

さい。 

The file system is aborted. 

(device : %s) 

ファイルシステム障害のメッセージを

検出しました。 

ファイルシステムを確認してくだ

さい。 

The file system mounted in 

read-only. (device : %s) 

ファイルシステムが read onlyで

mountされました。 

ファイルシステムを確認してくだ

さい。 

Failed to execute inotify_init(). syslogファイルの更新チェックの初期

化に失敗しました。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 

Failed to execute 

inotify_add_watch(). 

syslogファイルの更新チェックの初期

化に失敗しました。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 

Failed to execute log_init(). 本メッセージ以降は監視全般に関する

メッセージです。 

ログ処理の初期化に失敗しました。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 

Option error 起動時オプションエラーです。 rsmaind, rsmonitordを直接起動

しないでください。 

Ipckey is invalid. IPCKEYが不正です。 rsmaind, rsmonitordを直接起動

しないでください。 

rsmaindプロセスが起動している

か、共有メモリが存在するか確認し

てください。 

Failed to attach shared memory. 共有メモリの取得に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get cpu configuration. 共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get file system 

configuration. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get general configuration. 共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

All monitor is not available. CPU監視、ファイルシステム監視の両

方が無効です。 

ResourceSaver設定ファイルを確

認してください。 

Failed to get trace configuration. 共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to create thread for 

monitoring cpu. 

CPU監視用スレッドの生成に失敗しま

した。 

システムリソースが十分か確認し

てください。 

Failed to create thread for 

monitoring file system. 

ファイルシステム監視用スレッドの生

成に失敗しました。 

システムリソースが十分か確認し

てください。 

The process timed out during 

waiting for monitoring thread 

initialization." 

監視用スレッドの初期化がタイムアウ

トしました。 

システムリソースが十分か確認し

てください。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

Failed initialization. 初期化に失敗しました。 システムリソースが十分か確認し

てください。ResourceSaverを再

起動してください。 

Health check status of cpu monitor 

change to abnormal 

CPU監視のヘルスチェックの状態が異

常です。 

システム負荷を確認してください。 

Status of cpu monitor change to 

abnormal 

CPU監視の状態が異常です。 ハードウェアを確認してください。 

Health check status of fs_monitor 

change to abnormal 

ファイルシステム監視のヘルスチェッ

クの状態が異常です。 

システム負荷を確認してください。 

Status of file system monitor 

change to abnormal 

ファイルシステム監視の状態が異常で

す。 

ファイルシステムが read onlyにな

っていないか確認してください。 

Health check error. Shutdown 

Monitor Manager. 

ヘルスチェックエラーです。監視用ス

レッドを終了します。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 

Failed to cancel cpu thread. 終了時、CPU監視用スレッドのキャン

セルに失敗しました。 

対処不要です。 

Failed to cancel filesystem thread. 終了時、ファイルシステム監視用スレ

ッドのキャンセルに失敗しました。 

対処不要です。 

 

表 8-3 rsmaind,rsmonitord syslogメッセージ一覧 

以下のメッセージは rsmaind, rsmonitordの両プロセスが出力する可能性があります。 

メッセージ メッセージの意味 対処方法 

Failed to execute 

sched_getparam(). 

プロセス優先度の設定に失敗しまし

た。 

リリースメモ「5.注意／制限事項」

を参照してください。 

Failed to execute 

sched_setscheduler(). 

プロセス優先度の設定に失敗しまし

た。 

リリースメモ「5.注意／制限事項」

を参照してください。 

Failed to execute mlockall(). メモリロックに失敗しました。 リリースメモ「5.注意／制限事項」

を参照してください。 

メモリが十分あるか確認してくだ

さい。 

Faild to execute shmget(). 

(key : %d) 

共有メモリの生成や取得に失敗しまし

た。 

共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to execute shmat(). 共有メモリのアタッチに失敗しまし

た。 

ResourceSaverが起動しているか

確認してください。 

Failed to get the pointer from the 

shared memory. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to execute shmdt(). 終了時、共有メモリのデタッチに失敗

しました。 

対処不要です。 

Failed to execute 

shmctl(IPC_RMID). 

終了時、共有メモリの削除に失敗しま

した。 

ipcrm(1)で共有メモリを削除して

ください。 

Failed to execute 

shmctl(IPC_STAT). 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

Failed to check shared memory tag. 

(%s) 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get the pointer from the 

shared memory. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to open "%s” ResourceSaverメモリダンプファイル

の openに失敗しました。 

ResourceSaverメモリダンプファ

イルのディレクトリやファイルの

アクセス権を確認してください。 

Failed to execute write(). ResourceSaverメモリダンプファイル

へ writeに失敗しました。 

ResourceSaverメモリダンプファ

イルのディレクトリやファイルの

アクセス権を確認してください。 

ファイルシステム残容量を確認し

てください。 

Invalid index. (trc_area_idx : %d, 

TRC_AREA_COUNT : %d) 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

Failed to get the %s from the 

shared memory. 

共有メモリの処理に失敗しました。 共有メモリが生成可能な状態か確

認してください。 

%s doesn't exist. ResourceSaverメモリダンプファイル

用のパス途中のディレクトリが存在し

ません。 

ディレクトリ存在有無やアクセス

権を確認してください。 

Failed to open dirctory. (%s) ResourceSaverメモリダンプファイル

用のディレクトリの openに失敗しま

した。 

ディレクトリ存在有無やアクセス

権を確認してください。 

Failed to find dump file in %s. ResourceSaverメモリダンプファイル

用のディレクトリの readに失敗しまし

た。 

ディレクトリ存在有無やアクセス

権を確認してください。 

%s isn't dump file or dirctory. ResourceSaverメモリダンプファイル

用のファイルやディレクトリではあり

ません(例：スペシャルファイル) 

ResourceSaverメモリダンプファ

イルで指定したディレクトリやフ

ァイルが問題ないか確認してくだ

さい。 

invalid TRC_AREA_IDX. 本メッセージ以降はログ処理に関する

メッセージです。 

内部エラーです。 

対処不要です。 

Failed to set LANG=C for logging 

message. 

環境変数の設定に失敗しました。 対処不要です。 

Failed to initialize a list structure 

for Logger. 

内部エラーです。 対処不要です。 

Failed to open /dev/console. /dev/consoleの openに失敗しました。 対処不要です。 

Failed to create a thread for Logger. 起動時、ログ出力用スレッドの生成に

失敗しました。 

ResourceSaverを再起動してくだ

さい。 

 

表 8-4 rsstat syslogメッセージ一覧 

メッセージ メッセージの意味 対処方法 
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メッセージ メッセージの意味 対処方法 

Failed to attach shared memory. 共有メモリへのアクセスに失敗しまし

た。 

rsmaind, rsmonitordが起動して

いるか確認してください。 

Status of monitoring %s becomes 

error. 

監視対象のステータスがエラーになり

ました。 

監視対象を確認してください。 

Failed to detach shared memory. 共有メモリへのアクセスに失敗しまし

た。 

対処不要です。 
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9. HP-UX版・MC SCOPE 上で動作する Linux版との差分 

HP-UX版 R6.4(WBEM版)と HP-UX版 R6.4(WBEM版)(Generic Resourceサポート)の差分は、HP-UX

版のマニュアルを参照してください。 

 

9.1. 機能差分 

HP-UX版や MC SCOPE上で動作する Linux版との機能差分は以下のとおりです。 

○：サポート ×：未サポート 

表 9-1 機能差分 

No 対応 OS 

バージョン 

Linux版 

1.0(本製品 ) 

(CPU 監視機

能・ファイル

システム監

視機能) 

Linux 版

R4.1 ／

Linux 版 

1.0( 本 製

品 )(MCSC

OPE 連携

機能) 

HP-UX版 

R6.4(WBE

M版) 

HP-UX版 

R5.1 

説明 

1 CPU監視機能 ○ × × ×  

2 ファイルシス

テム監視機能 

○ × × ×  

3 監視対象の抽

象化機能 

× ○ ○ ○  

4 リトライ機能 ○ ○ ○ ○  

5 サスペンド・レ

ジューム機能 

○ × 

(注 1) 

○ ○ (注 1) 

監視一時停止・

再 開 は

rensadmin を使

用してくださ

い。 

6 OS ディスク

障害検出機能 

× × ○ 

(注 2) 

○ 

(注 2) 

(注 2) 

EMS API によ

る。 

7 EMS の初期化

処理待ち合わ

せ機能 

状態不定時の

リソース値決

定機能 

× × 

(注 3) 

○ ○ (注 3) 

障害監視フレー

ムワークがEMS

や WBEM から

RENS へ変更さ

れ、不要となり

ました。 

8 実リソースの

監視設定自動

登録 

－ 

(注 4) 

－ 

(注 4) 

－ 

(注 4) 

○ (注 4) 

外部プログラム

から実リソース

の監視設定登録

は不要です。 

9 統合リソース × ○ ○ ×  
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機能 

10 クラスタ暫定

稼動機能 

× × ○ ○  

11 クラスタダウ

ン抑止機能 

× × ○ ○  

12 内 蔵 デ ィ ス

ク・LAN の別

系統監視機能 

× × ○ ○  

13 数による監視

機能（構成ファ

イル指定方法

の簡易化） 

× ○ ○ ○  

14 HA 起動待ち合

わせスクリプ

ト 

－ 

(注 5) 

○ ○ ○ (注 5) 

関連コンポーネ

ント (例：EMS)

の待ち合わせが

必要ないため、

不要となりまし

た。 

15 アクション機

能 

× 

(注 6) 

× 

(注 6) 

× ○ (注 6) 

CLUSTERPRO

連携により可能

です。 

16 メール通報機

能 

× 

(注 7) 

× 

(注 7) 

× ○ (注 7) 

CLUSTERPRO

連携、およびア

ラートサービス

利用により可能

です。 

17 SNMP 通報機

能 

× 

(注 8) 

× 

(注 8) 

× ○ (注 8) 

CLUSTERPRO

連携、およびア

ラートサービス

利用により可能

です。 

18 RootDiskMoni

tor同梱 

× × ○ ○  

 

9.2. 設定ファイルの互換性 

ResourceSaver設定ファイルは、HP-UX版の ResourceSaver構成ファイル、および Linux版の RS構

成ファイルとは、互換性がありません。 
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9.3. コマンドオプション差分 

9.3.1. rsmaindプロセスと rsmgrdプロセス 

rsmaindプロセスの起動時オプションはありません。 

 

9.3.2. rsctrlコマンドと rsadminコマンド 

rsctrlコマンドとHP-UX版やLinux版の rsadminコマンドの起動オプション差分は以下のとおりです。 

○：サポート ×：未サポート 

表 9-2 rsctrlオプション差分 

No オプション Linux版 

1.0(本製品) 

(CPU 監視

機能・ファ

イルシステ

ム 監 視 機

能) 

Linux 版

R4.1 ／

Linux 版 

1.0( 本製

品 )(MCS

COPE 連

携機能) 

HP-UX版 

R6.4(WBE

M版) 

HP-UX版 

R5.1 

説明 

1 d2t ○ ○ ○ ×  

2 dump ○ ○ ○ ○  

3 ignore × 

(注 1) 

× ○ ○ (注 1) 

suspend/resume で も

HP-UX 版のような事前

設定が不要であるため、

suspend/resumeで代替

可能です。 

4 m2t ○ ○ ○ ×  

5 reload × 

(注 2) 

× ○ ○ (注 2) 

rsstatに sオプションを

指定することにより、設

定変更時に rsmaind プ

ロセスを再起動しても

フェイルオーバは発生

しないため、不要になり

ました。 

6 resume ○ × ○ ○  

7 show ○ ○ ○ ○  

8 shutdown ○ ○ ○ ○  

9 suspend ○ × ○ ○  

10 wakeup × 

(注 3) 

× ○ ○ (注 3) 

suspend/resume で も

HP-UX 版のような事前

設定が不要であるため、

suspend/resumeで代替

可能です。 
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9.4. 仕様差分 

OS（HP-UXと Linux）、フレームワーク（EMS、WBEMと RENS）、クラスタウェア（Serviceguard

と CLUSTERPRO）が異なるため、仕様上異なる箇所が存在します。以下のとおりです。 

表 9-3 仕様差分 

No 項目 Linux版 

1.0(本製品)(CPU監

視機能・ファイルシ

ステム監視機能) 

Linux版 R4.1／

Linux版 1.0(本製

品)(MCSCOPE連携

機能) 

HP-UX版 

R5.1/R6.4(WBEM版) 

1 ResourceSave

rプロセスの自

動終了 

自動的に終了しませ

ん。 

自動的に終了しませ

ん。 

60分間、rmsgrdデーモン

へアクセスしない（例：

Serviceguard と仮想リソ

ースが連携していない）場

合、自動的に終了します。 

2 ResourceSave

rプロセスダウ

ン時の自動再

起動 

自動的に再起動しま

せん。 

異常終了した場合は、

RENSにより再起動

します。 

EMSフレームワークが自

動的に再起動します。 

3 起動時、実リソ

ースのステー

タス状態取得

不可 

本機能はフレームワ

ークのモニタ起動遅

延により発生する現

象に対応する機能で

す。 

フレームワーク

(EMS、WBEMと

RENS)を介在せず、

本製品自身で監視対

象に対して確認する

ため、本機能は不要

です。 

起動時に監視対象の

実リソースから値を

取得できないとき、実

リソース値として、デ

フォルトリソース値

を採用します。 

起動時に監視対象の実リ

ソースから値を取得でき

ないとき、リソース値の取

得を一定時間

（START_TIMEOUT_SE

C秒）待ちます。

START_TIMEOUT_SEC

秒経過しても値が取得で

きなかった場合は、実リソ

ース値として、デフォルト

リソース値を採用します。 
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10. 変更履歴 

ユーザーズガイドの変更履歴は以下のとおりです。 

版数 発行年月 変更点 

第 2版 2012年 11月 「4.6.1 ResourceSaver設定ファイル rsmaind.conf」に既定値があるパラメ

ータを設定しない場合の動作を記載しました。 

「4.6.2 ResourceSaver監視メッセージ定義ファイル rs_fs_message.conf」

に記号を記載する場合の注意事項を記載しました。 

「4.10 障害発生後の情報収集」に ARCHIVE_NAMEの記載を追加しまし

た。 

「6 CLUSTERPRO連携設定」の記述を更新しました。 

「9 HP-UX版・MC SCOPE上で動作する Linux版との差分」の「Linux版 

R4.1」の表記を「Linux版 R4.1／Linux版 1.0(本製品)(MCSCOPE連携機

能)」に変更しました。 

初版 2012年 10月 初版リリース 
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