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はじめに
このマニュアルでは、ハイアベイラビリティ（HA）環境または障害回復（DR）環境での Cisco
Security Management Suite（Security Manager）のインストール方法について説明します。Security
Manager HA/DR ソリューションは、Symantec の Veritas Storage Foundation ソリューションと High
Availability ソリューションに基づいています。

対象読者
このマニュアルの主な対象読者は、HA/DR ソリューションのインストールと管理を担当するシステム
管理者です。このマニュアルは、表 1 の内容を理解していることを前提としています。
表 1

このマニュアルの内容

設定

内容

• Cisco Security Management Suite

ローカル冗長性

• Microsoft Windows 管理（Microsoft Windows Server 2008,
Enterprise Edition または Microsoft Windows Server 2003 R2,
Enterprise Edition）
• Symantec Veritas Storage Foundation HA for Windows 5.1
• Cisco Security Management Suite

地理的冗長性

• Microsoft Windows 管理（Microsoft Windows Server 2008,
Enterprise Edition または Microsoft Windows Server 2003 R2,
Enterprise Edition）
• Symantec Veritas Storage Foundation HA/DR for Windows 5.1
• Symantec Veritas Volume Replicator Option
クラスタリングなしの地理
的冗長性

• Cisco Security Management Suite
• Microsoft Windows 管理（Microsoft Windows Server 2008,
Enterprise Edition または Microsoft Windows Server 2003 R2,
Enterprise Edition）
• Symantec Veritas Storage Foundation Basic for Windows 5.1
• Symantec Veritas Volume Replicator Option

Cisco Security Manager 4.0 ハイ アベイラビリティ インストレーション ガイド

vii

はじめに
表記法

Security Manager HA/DR ソリューションは Symantec の Veritas Storage Foundation and High
Availability Solutions for Windows を使用するため、ローカル冗長性ソリューションに対応する次の
Symantec コースを受講されることを強く推奨します。
• Veritas Storage Foundation for Windows
• Veritas Cluster Server for Windows
地理的冗長性ソリューションに対応するには、さらに次のコースを受講されることを強く推奨します。

• Veritas Volume Replicator for Windows
• Disaster Recovery Using Veritas Volume Replicator and Global Cluster Option for Windows
詳細については、Symantec の Web サイトを参照してください。

表記法
このマニュアルでは、表 2 に示す表記法を使用しています。
表 2

表記法

項目

表記法

コマンドおよびキーワード

太字

ユーザが値を指定する引数

イタリック体

セッションおよびシステム情報の画面表示

screen フォント

ユーザが入力する情報

太字の screen フォント

ユーザが入力する変数

イタリック体の screen フォント

メニュー項目およびボタン名

太字

メニュー項目の選択

[Option] > [Network
Preferences]

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介しています。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事項が記述されていま
す。

ワンポイント アドバイス

「時間の節約に役立つ操作」です。記述されている操作を実行すると時間を節約することができます。

ヒント

「問題解決に役立つ情報」です。ヒントには、トラブルシューティングや操作方法ではなく、ワンポイ
ントアドバイスと同様に知っておくと役立つ情報が記述される場合もあります。
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関連資料
詳細については、次のシスコ資料を参照してください。これらの資料は次の URL で入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6498/index.html

• 『Installation Guide for Cisco Security Manager 4.0』
• 『User Guide for Cisco Security Manager 4.0』
• 『Release Notes for Cisco Security Manager 4.0 』

Veritas Storage Foundation に関する詳細については、次の Symantec 資料を参照してください。
• 『Veritas Storage Foundation™ and High Availability Solutions Getting Started Guide』
• 『Veritas Storage Foundation™ and High Availability Solutions Release Notes』
• 『Veritas Storage Foundation™ and High Availability Solutions Installation and Upgrade Guide』
• 『Veritas Storage Foundation™ Administrator's Guide 』
• 『Veritas™ Cluster Server Release Notes』
• 『Veritas™ Cluster Server Installation and Upgrade Guide』
• 『Veritas™ Cluster Server Bundled Agents Reference Guide』
• 『Veritas™ Cluster Server Administrator's Guide』
• 『Veritas™ Volume Replicator Administrator's Guide 』
• 『Veritas™ Volume Replicator Advisor User's Guide 』
• 『Hardware Compatibility List (HCL) for Veritas Storage Foundation™ and High Availability
Solutions for Windows』
• 『Software Compatibility List (SCL) for Veritas Storage Foundation™ and High Availability
Solutions for Windows』

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、次の URL で、毎月更新
される『What's New in Cisco Product Documentation 』を参照してください。シスコの新規および改訂
版の技術マニュアルの一覧も示されています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
『What's New in Cisco Product Documentation』は RSS フィードとして購読できます。また、リーダー
アプリケーションを使用してコンテンツがデスクトップに直接配信されるように設定することもできま
す。RSS フィードは無料のサービスです。シスコは現在、RSS バージョン 2.0 をサポートしています。
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CH A P T E R

1

概要
このマニュアルでは、ハイアベイラビリティ（HA）環境または障害回復（DR）環境での Cisco
Security Management Suite（Security Manager）のインストール方法について説明します。Security
Manager HA/DR ソリューションは、Symantec の Veritas Storage Foundation ソリューションと High
Availability ソリューションに基づいています。このマニュアルに記載されている Security Manager
HA/DR ソリューションは、次のアプリケーションをサポートします。

• Security Manager 4.0 以降
• Resource Manager Essentials（RME）4.3 以降
• Auto Update Server（AUS）4.0 以降

（注）

デバイスは AUS サーバの IP アドレスを使用して直接 AUS サーバに接続するため、デバイス
が 1 つの DR コンフィギュレーションに対して AUS サーバを 2 台まで定義できる必要があり
ます。各サイトにある AUS サーバには別個の IP アドレスが割り当てられます。複数の AUS
サーバの IP アドレスの定義は、リリース 7.2.1 以降の ASA 5500 シリーズでのみサポートされ
ます。

HA/DR ソリューションは、Performance Monitor をサポートしていません。これは Security Manager
にも含まれています。

HA ソリューションは、ローカル冗長性（HA）コンフィギュレーションと地理的冗長性（DR）コン
フィギュレーションの両方をサポートします。
ここでは次の概要について説明します。

• 「ローカル冗長性（HA）プロセスの概要」（P.1-1）
• 「地理的冗長性（DR）プロセスの概要」（P.1-3）
• 「Symantec Veritas 製品」（P.1-5）

ローカル冗長性（HA）プロセスの概要
ローカル冗長性コンフィギュレーションは、ソフトウェアまたはハードウェアに障害が発生した場合に
も、スイッチド ネットワーク / ルーテッド ネットワークで IP アドレスや DNS エントリの再設定が不
要な自動フェールオーバー ソリューションを提供します。
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概要

ローカル冗長性（HA）プロセスの概要

図 1-1 に、ローカル冗長性 HA コンフィギュレーションを示します。

（注）

図 1-1 のサーバには、ミラーリング内部ブート ディスクを含むこともできます。これらの構成、モデ
ル、ストレージ容量を同じにすることを推奨します。HA サーバとの通信には、フォールト トレラント
スイッチド ネットワーク / ルーテッド ネットワークを推奨します。
図 1-1

ローカル冗長性 HA コンフィギュレーション
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ローカル冗長性（HA）設定手順
次の表は、Cisco Security Manager の冗長インストールをローカルに設定するために必要な手順の一覧
です。

タスク

参照先

ステップ 1

物理接続を設定します。

ステップ 2

Microsoft Windows Server および 「Microsoft Windows Server のインストール」（P.3-2）

「イーサネット接続の確立」（P.3-1）

必要なドライバーをすべてインス
トールします。
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地理的冗長性（DR）プロセスの概要

タスク

参照先

ステップ 3

ストレージ接続を設定します。

ステップ 4

Symantec Veritas 製品およびコン 「Symantec Veritas 製品のインストール」（P.3-3）

「外部ストレージへのサーバの接続」（P.3-3）

ポーネントをインストールして設
定します。
ステップ 5

ブート ディスクをミラーリングし 「起動ディスクのミラーリング（オプション）」（P.3-3）
ます。

ステップ 6

共有アレイ上に必要なボリューム 「Veritas Volume Manager の設定タスク」（P.3-4）
をセットアップします。

ステップ 7

プライマリ サーバの共有ボリュー 「Security Manager のインストール」（P.3-6）
ムに Cisco Security Manager をイ
ンストールします。

ステップ 8

セカンダリ サーバのスペア（ダ 「Security Manager のインストール」（P.3-6）
ミー）ボリュームに Cisco
Security Manager をインストール
します。

ステップ 9

セカンダリ サーバの権限をアップ 「動作しているボリュームに対する権限の更新」（P.3-14）
デートします。

ステップ 10 クラスタを作成して設定します。 「Veritas Cluster Server のタスク」（P.3-16）

地理的冗長性（DR）プロセスの概要
地理的冗長性コンフィギュレーションでは、2 つのサイト間でアプリケーション データのレプリケー
ションを行うことにより、障害回復を提供します。サイト間のフェールオーバーは、手動で開始するこ
とも、自動で実行することもできます。
図 1-2 に、地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションを示します。

（注）

図 1-2 のサーバには、ミラーリング内部ブート ディスクを含むこともできます。これらの構成、モデ
ル、ストレージ容量を同じにすることを推奨します。サーバとの通信には、フォールト トレラント ス
イッチング / ルーティング ネットワークを推奨します。
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地理的冗長性（DR）プロセスの概要

図 1-2

地理的冗長性（DR）コンフィギュレーション
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地理的冗長性（DR）の設定手順
次の表は、Cisco Security Manager の冗長インストールを地理的に設定するために必要な手順の一覧で
す。

タスク

参照先

ステップ 1

物理接続を設定します。

ステップ 2

Microsoft Windows Server および 「Microsoft Windows Server のインストール」（P.3-2）

「イーサネット接続の確立」（P.3-1）

必要なドライバーをすべてインス
トールします。
ステップ 3

ストレージ接続を設定します。

ステップ 4

Symantec Veritas 製品およびコン 「Symantec Veritas 製品のインストール」（P.3-3）

「外部ストレージへのサーバの接続」（P.3-3）

ポーネントをインストールして設
定します。
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タスク

参照先

ステップ 5

ブート ディスクをミラーリングし 「起動ディスクのミラーリング（オプション）」（P.3-3）
ます。

ステップ 6

共有アレイ上に必要なボリューム 「Veritas Volume Manager の設定タスク」（P.3-4）
をセットアップします。

ステップ 7

プライマリ サーバの共有ボリュー 「Security Manager のインストール」（P.3-6）
ムに Cisco Security Manager をイ
ンストールします。

ステップ 8

セカンダリ サーバのスペア（ダ 「Security Manager のインストール」（P.3-6）
ミー）ボリュームに Cisco
Security Manager をインストール
します。

ステップ 9

レプリケーションを設定します。 「Veritas Volume Replicator のタスク」（P.3-12）

ステップ 10 セカンダリ サーバの権限をアップ 「動作しているボリュームに対する権限の更新」（P.3-14）
デートします。
ステップ 11 クラスタを作成して設定します。 「Veritas Cluster Server のタスク」（P.3-16）

Symantec Veritas 製品
このマニュアルに記載されている Security Manager HA/DR ソリューションは、Symantec Veritas 製品
に基づいています。ここでは、各 Veritas アプリケーションの要約を示します。

• Veritas Storage Foundation for Windows （VSFW）

VSFW は、Windows エンタープライズ コンピューティング環境で、ボリューム管理テクノロ
ジー、迅速な回復能力、およびフォールト トレラント機能を提供します。VSFW には VCS および
VVR の基礎となります。
• Veritas Cluster Server（VCS）

VCS はアプリケーションのダウンタイムを短縮するためのクラスタ ソリューションです。VCS の
Global Cluster Option（GCO）は、（DR コンフィギュレーションで使用されるクラスタなどの）
複数クラスタの管理をサポートします。

• Veritas Volume Replicator（VVR）

VVR は IP ネットワークを介して継続的にデータのレプリケーションを行うための基礎を提供する
ことにより、リモート リカバリ サイトで重要なアプリケーションを迅速に、高い信頼性で回復で
きます。
• Veritas Enterprise Administrator（VEA GUI）コンソール

VEA GUI コンソール ウィンドウには、システム内にあるすべてのストレージ オブジェクトを表示
し、操作するためのグラフィカルな手段が用意されています。
• Cluster Manager（Java コンソール）

Cluster Manager（Java コンソール）は、クラスタの全管理機能を提供します。Java コンソールで
は、サーバ グループ、システム、リソース、リソース タイプなどのクラスタおよび VCS オブジェ
クトを監視するために各種のビューを使用します。

– Cluster Monitor
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Cluster Monitor により、実際のクラスタまたはシミュレートされたクラスタに関する一般情
報が表示されます。Cluster Monitor を使用して、クラスタへのログオンまたはクラスタのロ
グオフ、さまざまな VCS オブジェクトに関する要約情報の表示、表示のカスタマイズ、VCS
Simulator の使用、および Cluster Manager の終了を行います。
– Cluster Explorer

Cluster Explorer はクラスタ管理用のメイン ウィンドウです。このウィンドウで VCS オブ
ジェクトの状況を表示し、さまざまな操作を実行できます。
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システム要件
この章では、HA または DR 環境に Security Manager をインストールするための参照コンフィギュレー
ションについて説明します。この章は、次の内容で構成されています。

• 「単一ノード サイトのハードウェア要件」（P.2-1）
• 「デュアル ノード サイトのハードウェア要件」（P.2-2）
• 「ローカル冗長性コンフィギュレーションのソフトウェア要件」（P.2-3）
• 「地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションのソフトウェア要件」（P.2-4）
• 「クラスタリングなしのレプリケーションのソフトウェア要件」（P.2-4）
• 「インストール前のワークシート」（P.2-5）

（注）

各種のハードウェアのセットアップを使用したさまざまなコンフィギュレーションが存在します。該当
する Microsoft ハードウェア互換性リスト（HCL）および Symantec/Veritas ハードウェア互換性リス
ト（HCL）を参照してください。

（注）

当社は、Security Manager 用として指定されたサード パーティ製ハードウェアおよびソフトウェア プ
ラットフォームの入手性を可能な限り確認しますが、当社の管理の及ばないサード パーティ ベンダー
製品の入手性または変更により、システム要件の変更や修正を行う権利を留保します。

単一ノード サイトのハードウェア要件
Security Manager を単一ノード HA 環境にインストールするには、フォールト トレラント ストレージ
アレイを設定するか、内部ディスクを使用できます。
単一ノード サイトのハードウェア仕様は、次のとおりです。

• 『Installation Guide for Cisco Security Manager 4.0』に記載された基本プロセッサ要件および
RAM 要件を満たすサーバ
• 1 個以上のイーサネット インターフェイス（2 個を推奨）
• 2 台以上の物理ドライブ（6 台を推奨）
図 2-1 に、サーバからスイッチ ネットワーク / ルータ ネットワークへ 2 つのイーサネット接続を使用
し、冗長性を得る例を示します。イーサネット ポートまたはスイッチに障害が発生しても、サーバへ
の通信は維持されます。このレベルのネットワーク冗長性が不要な場合は、スイッチ ネットワーク /
ルータ ネットワークへの単一接続を使用できます（つまり、Eth 2 とその関連イーサネット スイッチは
オプションです）。
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図 2-1

単一ノード サイトのイーサネット接続
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デュアル ノード サイトのハードウェア要件
Security Manager をデュアル ノード HA 環境にインストールするには、共有ストレージ アレイにアク
セスできる 2 台のサーバが必要です。
デュアルノード サイトのハードウェア仕様は、次のとおりです。

• 『Installation Guide for Cisco Security Manager 4.0』に記載された基本プロセッサ要件および
RAM 要件を満たすサーバ
• 2 個以上のイーサネット インターフェイス（4 個を推奨）
• 1 台以上の内部物理ドライブ（2 台を推奨）
• 1 台以上の外部ドライブ（2 台を推奨。レプリケーションを使用している場合は 4 台を推奨）
図 2-2 には、イーサネット ストレージ接続および外部ストレージ接続を示すデュアル ノード サイトの
構成を示します。冗長性を確保するために、2 個のイーサネット接続が、サーバからスイッチ ネット
ワーク / ルータ ネットワークで使用されています。イーサネット ポートまたはスイッチに障害が発生
しても、サーバへの通信は維持されます。このレベルのネットワーク冗長性が不要な場合は、スイッチ
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ネットワーク / ルータ ネットワークへの単一接続を使用できます（つまり、Eth 4 とその関連イーサ
ネット スイッチはオプションです）。2 個の直接イーサネット接続が、クラスタ ハートビート接続用と
してサーバ間に作成されます。2 番目のハートビート接続（Eth 3）はオプションです。
デュアル ノード サイトのイーサネット接続およびストレージ接続
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図 2-2

ローカル冗長性コンフィギュレーションのソフトウェア要件
ローカル冗長性 HA コンフィギュレーションに Security Manager をインストールするには、次のソフ
トウェアが必要です。

• Cisco Security Manager 4.0
• Symantec Veritas Storage Foundation HA for Windows 5.1
• Symantec Dynamic Multipathing Option

Security Manager のライセンスは、HA/DR コンフィギュレーションでのアクティブ サーバにのみ必要
です。スタンバイ サーバ用の追加ライセンスは不要です。
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地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションのソフトウェア要件

Veritas Storage Foundation HA for Windows は、ノード単位でライセンス許諾されています。同じロー
カル冗長性コンフィギュレーションの例で、各サーバは Veritas Storage Foundation HA for Windows を
実行するために固有のライセンスを所有している必要があります。
Veritas Dynamic Multipathing Option は、サーバとストレージ間に複数のパスを提供する複数のホスト
バス アダプタを備えた外部ストレージを、1 台のサーバで使用する予定がある場合にのみ必要です。

地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションのソフトウェ
ア要件
地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションに Security Manager をインストールするには、次のソフ
トウェアが必要です。

• Cisco Security Manager 4.0
• Symantec Veritas Storage Foundation HA/DR for Windows 5.1
• Symantec Veritas Volume Replicator Option
• Symantec Veritas Dynamic Multipathing Option

Security Manager は、HA/DR コンフィギュレーションでのアクティブ サーバ単位でライセンス許諾さ
れています。たとえば、サイト A とサイト B に単一ノード クラスタを備えた地理的冗長性コンフィ
ギュレーションでは、Security Manager は常に 1 台のサーバでのみアクティブなため、購入が必要な
Security Manager は 1 つだけです。
Veritas Storage Foundation HA for Windows は、ノード単位でライセンス許諾されています。同じ地理
的冗長性コンフィギュレーションの例で 2 台のサーバ（クラスタごとに 1 台）を備えている場合、個々
のサーバに Veritas Storage Foundation HA for Windows を実行するために固有のライセンスが必要で
す。
Veritas Volume Replicator Option はノード単位でライセンス許諾されています。
Veritas Dynamic Multipathing Option は、サーバとストレージ間に複数のパスを提供する複数のホスト
バス アダプタを備えた外部ストレージを、1 台のサーバで使用する予定がある場合にのみ必要です。

クラスタリングなしのレプリケーションのソフトウェア要件
クラスタリングなしの地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションに Security Manager をインストー
ルするには、次のソフトウェアが必要です。

• Cisco Security Manager 4.0
• Symantec Veritas Storage Foundation Basic for Windows 5.1
• Symantec Veritas Volume Replicator Option
• Symantec Veritas Dynamic Multipathing Option

Security Manager は、HA/DR コンフィギュレーションでの個々のアクティブ サーバにライセンス許諾
されています。たとえば、プライマリ サーバとセカンダリ サーバ間で動作するレプリケーションを備
えた地理的冗長性コンフィギュレーションでは、Security Manager は常に 1 台のサーバでのみアクティ
ブなため、購入が必要な Security Manager は 1 つだけです。
Veritas Storage Foundation for Windows は、ノード単位でライセンス許諾されています。同じ地理的冗
長性コンフィギュレーションの例で 2 台のサーバを備えている場合、個々のサーバに Veritas Storage
Foundation for Windows を実行するために固有のライセンスが必要です。
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Veritas Storage Foundation Basic for Windows 5.1 は、最大 4 台のボリュームで動作し、Symantec か
ら無料でダウンロードできます。

Veritas Volume Replicator Option はノード単位でライセンス許諾されています。
Veritas Dynamic Multipathing Option は、サーバとストレージ間に複数のパスを提供する複数のホスト
バス アダプタを備えた外部ストレージを、1 台のサーバで使用する予定がある場合にのみ必要です。

インストール前のワークシート
インストール前のワークシートを使用して、インストールを計画し、設定時に必要となる情報を収集し
ます。ここでは、次の内容について説明します。

• 「ローカル冗長性コンフィギュレーションのワークシート」（P.2-5）
• 「地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションのワークシート」（P.2-6）

ローカル冗長性コンフィギュレーションのワークシート
Security Manager をローカル冗長性 HA コンフィギュレーションにインストールする前に、表 2-1 に記
載されている情報を記録して、インストールの実行に役立ててください。
表 2-1

ローカル冗長性コンフィギュレーション用のインストール前のワークシート

情報

プライマリ サイト

共有ディスク グループ名

datadg

共有ボリューム名

cscopx

Security Manager データのドライブ文字
イベント データ用の共有ディスク グループ名1
イベント データ用の共有ボリューム名

1

datadg_evt
cscopx_evt

Security Manager イベント データ用のドライブ文

字1

クラスタ名

CSManager_Primary

クラスタ ID

02

Security Manager 仮想 IP アドレス / サブネット
マスク
クラスタ サービスの仮想 IP アドレス / サブネット
マスク3
プライマリ サーバ

セカンダリ サーバ

ホスト名
パブリック ネットワーク インターフェイス #1 お
よび IP アドレス / サブネット マスク
パブリック ネットワーク インターフェイス #24
および IP アドレス / サブネット マスク
専用クラスタ相互接続 #1
専用クラスタ相互接続 #2
1. 任意：イベント データを別々に格納した場合に、このフィールドを使用します。
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2. 0 ～ 255 の整数で、同じサブセット内のクラスタで固有のものにする必要があります。
3. これは Security Manager の仮想 IP アドレス / サブネット マスクです。
4. 2 番目の NIC が冗長性を確保するためにパブリック ネットワークにアクセスするために使用される場合に必要です。

地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションのワークシート
Security Manager を地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションにインストールする場合は、表 2-2
に記載されている情報を記録して、インストールの実行に役立ててください。
表 2-2

地理的冗長性（DR）コンフィギュレーション用のインストール前のワークシート

情報

プライマリ サイト

セカンダリ サイト

ディスク グループ

datadg

datadg

データ ボリューム

cscopx

cscopx

イベント データ用ディスク グ
ループ1

datadg_evt

datadg_evt

イベント データ用データ ボ
リューム

cscopx_evt

cscopx_evt

ストレージ レプリケーション ロ
グ ボリューム

data_srl

data_srl

レプリケーションされるデータ
セット

CSM_RDS

レプリケーションされるボリュー
ム グループ

CSM_RVG

クラスタ名

CSManager_Primary

Security Manager のドライブ文字

イベント データ用のドライブ文字

0

クラスタ ID

2

CSManager_Secondary
12

Security Manager 仮想 IP アドレ
ス / サブネット マスク
レプリケーション仮想 IP アドレ
ス / サブネット マスク
クラスタ サービスの仮想 IP アド
レス / サブネット マスク3 ,4
プライマリ サーバ

セカンダリ サーバ

ホスト名
パブリック ネットワーク イン
ターフェイス #1 および IP アドレ
ス / サブネット マスク
パブリック ネットワーク イン
ターフェイス #2 および IP アドレ
ス / サブネット マスク5
専用クラスタ相互接続 #16
専用クラスタ相互接続 #26
1. 任意：イベント データを別々に格納した場合に、このフィールドを使用します。
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2. 0 ～ 255 の整数で、同じサブセット内のクラスタで固有のものにする必要があります。
3. パブリック ネットワークにアクセスするために 2 台のサーバを使用するクラスタまたは複数のアダプタのみに必要です。パブリック ネット
ワークにアクセスするためにネットワーク アダプタを 1 個だけ備えた単一サーバ クラスタの場合、このアダプタの固定 IP アドレスが使用
できます。

4. これは Security Manager の仮想 IP アドレス / サブネット マスクです。
5. 冗長性を確保するためにパブリック ネットワークにアクセスするために 2 番目の NIC を使用する場合に必要です。
6. 2 台のサーバを使用するクラスタのみに必要です。
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3

Cisco Security Management Suite ハイ
アベイラビリティ ソリューションのインス
トール

この章では、HA または DR の導入コンフィギュレーションに Security Manager をインストールする方
法を説明します。次のタスクを順序どおりに実行する必要があります。ただし、一部のタスクは任意で
あるか、またはコンフィギュレーションによっては適用されない場合もあります。インストールおよび
設定の作業概要については、「ローカル冗長性（HA）設定手順」（P.1-2）または 「地理的冗長性
（DR）の設定手順」（P.1-4）を参照してください。
この章の内容は以下のとおりです。

• 「イーサネット接続の確立」（P.3-1）
• 「Microsoft Windows Server のインストール」（P.3-2）
• 「外部ストレージへのサーバの接続」（P.3-3）
• 「Symantec Veritas 製品のインストール」（P.3-3）
• 「起動ディスクのミラーリング（オプション）」（P.3-3）
• 「Veritas Volume Manager の設定タスク」（P.3-4）
• 「Security Manager のインストール」（P.3-6）
• 「Veritas Volume Replicator のタスク」（P.3-12）
• 「動作しているボリュームに対する権限の更新」（P.3-14）
• 「Veritas Cluster Server のタスク」（P.3-16）

イーサネット接続の確立
HA または DR コンフィギュレーションで必要となるイーサネット接続を確立するには、次の手順を実
行します。
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ステップ 1

クラスタ コンフィギュレーションに応じて、図 2-1 または 図 2-2 に従ってサーバとスイッチの間の
イーサネット接続を確立します。

（注）

各サーバのルータ / スイッチ ネットワークへの 2 番目のイーサネット接続の使用はオプション
ですが、NIC またはローカル イーサネットの障害時に冗長性のレベルが追加されます。Veritas
Cluster Server（VCS）には IPMultiNicPlus エージェントが含まれています。このエージェン
トでは、複数の NIC カードをサーバ上でセットアップでき、これによってサーバにルータ / ス
イッチ ネットワークへの冗長アクセスが提供されます。 NIC カードの故障、ケーブルの切断、
またはその他の何らかの障害が発生した場合、VCS は障害を検出して、動作中の仮想 IP アド
レスをサーバ上で動作中の別の NIC カードに再割り当てすることができます。IPMultiNicPlus
エージェントの詳細については、『Veritas Cluster Server Bundled Agents Reference Guide』を
参照してください。このマニュアルの例では、ネットワーク アクセスに単一の NIC カードを
使用する場合のみを示します。
代わりに、ベンダー固有の NIC チーミング（IEEE 802.3ad リンク集約）ソリューションを使
用することもできます。

ステップ 2

デュアルノード クラスタの場合、図 2-2 に従ってサーバ間のイーサネット クラスタ通信接続を確立し
ます。サーバ間で直接接続する場合、インターフェイスで自動クロスオーバー検出がサポートされてい
るかどうかに応じて、クロスオーバー イーサネット ケーブルを使用する必要がない場合もあります。
最新のイーサネット インターフェイスではこの機能がサポートされており、別のサーバに直接接続す
る場合、ストレート ケーブルを使用できます。

Microsoft Windows Server のインストール
サポートされるいずれかの Microsoft Windows オペレーティング システムをインストールします。

• Microsoft Windows Server 2008、Enterprise Edition SP2（32 ビットまたは 64 ビット）
• Microsoft Windows Server 2003 R2、Enterprise Edition SP2（32 ビット）
すべてのサーバで同じオペレーティング システムを使用することをお勧めします。

（注）

Veritas Storage Foundation HA では、すべてのシステムで同じパスにオペレーティング システムをイ
ンストールする必要があります。たとえば、1 つのノードで C:¥WINDOWS に Windows をインストー
ルする場合、他のすべてのノードでも C:¥WINDOWS にインストールする必要があります。すべての
ノードで同じドライブ文字を使用でき、システム ドライブにインストールするための十分な空き容量
があることを確認してください。
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外部ストレージへのサーバの接続
デュアルノード クラスタを使用している場合は、共有の外部ストレージが必要です。『Hardware
Compatibility List for Veritas Storage Foundation & High Availability Solutions for Windows』に記載さ
れているストレージ ハードウェアを使用できます。シングルノード クラスタには内部ストレージまた
は外部ストレージを使用できます。

Symantec Veritas 製品のインストール
Symantec Veritas 製品およびコンポーネントをインストールして設定します。必要な製品およびコン
ポーネントは、単一のローカル クラスタ、デュアル地域クラスタ、またはクラスタリング コンフィ
ギュレーションなしのレプリケーションのいずれを使用するかに応じて異なります。Volume Manager
（Veritas Enterprise Administrator）の GUI など、一部のコンポーネントはオプションです。表 3-1 を
参照してください。
表 3-1

Veritas のソフトウェア コンポーネント

Veritas 製品 / コンポーネント
Storage Foundation for Windows

単一のローカル
クラスタ

デュアル地域ク
ラスタ

クラスタリング
なしのレプリ
ケーション

—

—

必須

Storage Foundation HA for Windows

必須

必須

—

Volume Replicator Option

任意

必須

必須

Global Cluster Option

任意

必須

—

Dynamic Multipathing Option
Veritas Enterprise Administrator（GUI）2
2

Cluster Manager（GUI）

「注」を参照

1

1

「注 」を参照

「注 1」を参照

必須

必須

必須

オプション

オプション

—

1. サーバとディスク ストレージの間に複数のパスを提供する、複数のホスト バス アダプタ付きの外部ストレージを
使用している場合に限り必須です。

2. サーバまたは個別のクライアント マシンにインストールできます。

Veritas ソフトウェアのインストールのための前提条件と手順については、該当する Veritas のリリース
ノートおよびインストレーション ガイドを参照してください。

（注）

1 つの重要な前提条件は、Windows Server ドメインの一部としてサーバを設定することです。

起動ディスクのミラーリング（オプション）
起動ディスクのミラーリングはオプションですが、特定のサーバの保護レベルが上がります。起動ディ
スクに障害が発生した場合、ミラーリングされた別の起動ディスクから起動すると、すばやくマシンを
回復できます。ミラーリングは Veritas Volume Manager の制御下にあるダイナミックなディスク グ
ループに起動ディスクを配置し、ミラーを追加することによって実行できます。
この手順の詳細については、
『Veritas Storage Foundation administrator's guide』の「Set up a Dynamic
Boot and System Volume」を参照してください。
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Veritas Volume Manager の設定タスク
ここでは、Security Manager アプリケーションに必要なディスク グループとボリュームを設定します。
設定は、含まれるサーバがプライマリ サーバであるかどうか、またはレプリケーションが含まれるか
どうかに応じて異なります。VEA GUI またはコマンド ラインから Volume Manager のタスクを実行で
きます。これらの手順のための VEA またはコマンド ラインの仕様の詳細については、『Veritas
Storage Foundation for Windows administrator's guide』を参照してください。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「プライマリ サーバ（レプリケーションなし）」（P.3-4）
• 「プライマリ サーバ（レプリケーションあり）」（P.3-5）
• 「セカンダリ クラスタ内のセカンダリ サーバとプライマリ サーバ」（P.3-6）

プライマリ サーバ（レプリケーションなし）
この項の手順を実行して、レプリケーションが含まれる場合の単一クラスタ コンフィギュレーション
でのプライマリ サーバ上の Security Manager に必要なディスク グループとボリュームを設定します。
単一クラスタ コンフィギュレーションでは、クラスタ内のすべてのサーバからアクセスできる外部の
共有ストレージが使用されます。
ディスク グループとボリュームを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

次の特性を持つディスク グループを作成します。

• [Group Name]：datadg
• [Type]：Dynamic (Cluster)
• [Number of Disks]：ソフトウェア RAID を使用する場合、ミラーリングに 2 台以上のディスクを
含めてください。そうでない場合は、単一の論理ディスク（ハードウェア RAID を使用する）で十
分です。このディスク グループに使用されるディスクは、クラスタ内のすべてのノードからアク
セスできる必要があります。

（注）
ステップ 2

ソフトウェア RAID 5 を使用することはお勧めしません。

次の特性を持つ datadg ディスク グループ内にボリュームを作成します。

• [Volume Name]：cscopx
• [Assigned Drive Letter]：< 選択したドライブ文字 >

（注）

使用可能な任意のドライブ文字を選択できますが、ドライブ文字はすべてのシステムで同じに
する必要があります。

• [File Type]：NTFS
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プライマリ サーバ（レプリケーションあり）
この項の手順を実行して、2 つのクラスタ間でレプリケーションを実行している場合のデュアル地域ク
ラスタ コンフィギュレーションでのプライマリ サーバ上の Security Manager に必要なディスク グルー
プとボリュームを設定します。プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタの両方でプライマリ サーバ
上で、次の手順を実行します。単一ノードのクラスタまたは共有ストレージを使用する複数ノードのク
ラスタのいずれかを使用できますが、このマニュアルではデュアル地域クラスタ内の複数ノードのクラ
スタの場合については説明しません。
ディスク グループとボリュームを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

次の特性を持つディスク グループを作成します。

• [Group Name]：datadg
• [Type]：Dynamic (Cluster)（VCS を使用する場合）、Dynamic (Secondary)（VCS を使用しない
場合）

• [Number of Disks]：ソフトウェア RAID を使用する場合、ミラーリングに 2 台以上のディスクを
含めてください。そうでない場合は、単一の論理ディスク（ハードウェア RAID を使用する）で十
分です。マルチノード クラスタの場合、このディスク グループに使用されるディスクは、クラス
タ内のすべてのノードからアクセスできる必要があります。

（注）
ステップ 2

ソフトウェア RAID 5 を使用することはお勧めしません。

次の特性を持つ datadg ディスク グループ内にボリュームを作成します。

• [Volume Name]：cscopx
• [Assigned Drive Letter]：< 選択したドライブ文字 >（プライマリ クラスタの場合）、None（セカ
ンダリ クラスタの場合）

• [File Type]：NTFS（プライマリ クラスタの場合）、なし（セカンダリ クラスタの場合）
• [Volume Logging]：None
ステップ 3

次の特性を持つ Storage Replicator Log （SRL）として使用する datadg ディスク グループ内にボ
リュームを作成します。

• [Volume Name]：data_srl
• [Assigned Drive Letter]：None
• [File Type]：Unformatted
• [Volume Logging]：None

（注）

適切なサイズの SRL の選択の詳細については、『Volume Replicator administrator's guide』を参照して
ください。
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セカンダリ クラスタ内のセカンダリ サーバとプライマリ サーバ
この項の手順を実行して、セカンダリ クラスタ内のセカンダリ サーバおよびプライマリ サーバへの
Security Manager のインストールに必要なディスク グループとボリュームを設定します。セカンダリ
クラスタ内のプライマリ サーバと同様に、すべてのセカンダリ サーバに Security Manager をインス
トールする必要があります。このような場合、スペア ボリュームに Security Manager をインストール
します。スペア ボリュームはインストール前に一時的にマウントされた後にマウント解除され、サー
バから Security Manager をアンインストールするか、Security Manager をアップグレードするときま
で使用されません。プライマリ クラスタ内のプライマリ サーバに使用されるのと同じドライブ文字で
一時的なボリュームをマウントし、インストール時に同じインストール パス（たとえば、F:¥Program
Files¥CSCOpx）を使用する必要があります。
ディスク グループとボリュームを設定するには、次の手順に従います。
ステップ 1

既存のディスク グループにスペア ボリュームを作成しない場合、次の特性を持つディスク グループを
作成します。

• [Group Name]：datadg_spare
• [Type]：Dynamic (Secondary)
• [Size]：5GB（ボリュームに必要な容量は、Security Manager をインストールするために必要な容
量のみ）

• [Number of Disks]：このディスク グループはアプリケーション データの保存には使用されないた
め、単一の冗長でないディスクで十分です。
ステップ 2

次の特性を持つディスク グループ内にボリュームを作成します。

• [Volume Name]：cscopx_spare
• [Assigned Drive Letter]：< 選択したドライブ文字 >

（注）

プライマリ サーバの cscopx ドライブに使用されるのと同じドライブ文字を使用する必要があ
ります。

• [File Type]：NTFS

Security Manager のインストール
Security Manager のインストーラでは Storage Foundation がインストールされているかどうかが確認
され、HA/DR コンフィギュレーションで Security Manager をインストールするかどうかが質問されま
す。このオプションを選択する場合、通常のインストール時に指定する情報以外に必要とされるのは、
データベースのパスワードだけです。HA/DR 以外のインストールでは、データベースのパスワードが
自動的に生成されます。ただし、データベースのパスワードは HA/DR コンフィギュレーションのすべ
てのサーバで同じにする必要があるため、インストーラでパスワードを指定するように求められます。
HA/DR コンフィギュレーションのすべてのサーバで、この同じパスワードを使用する必要がありま
す。
HA/DR のインストール時に VCS 用の Cisco Security Manager エージェントがインストールされるた
め、VCS は新しい CSManager リソース タイプを認識し、Security Manager を制御および監視できま
す。
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また、代わりに Veritas クラスタ サーバが HA/DR コンフィギュレーションの各サーバで Security
Manager の起動と終了を制御するため、HA/DR のインストール時に Security Manager および
Windows の関連サービスの Startup Type が [Automatic] ではなく [Manual] に設定されます。そうでな
い場合、Security Manager が一度に 1 台のサーバのみで稼動する必要がある場合に、いずれかのサーバ
の起動後に、HA/DR 内のすべてのサーバで Security Manager アプリケーションが起動を試行します。

HA/DR コンフィギュレーションの各サーバに、Security Manager をインストールする必要がありま
す。ただし、HA/DR コンフィギュレーションでは Security Manager のプライマリ インスタンスのみ
が使用され、保護されます。コンフィギュレーション内のいずれかのセカンダリ サーバでプライマリ
インスタンスを実行できるようにするには、その他のインストールを実行します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「プライマリ サーバへの Security Manager のインストール」（P.3-7）
• 「セカンダリ サーバへの Security Manager のインストール」（P.3-9）

プライマリ サーバへの Security Manager のインストール
この項の手順を実行して、実動環境で使用され、 HA/DR コンフィギュレーションによって保護される
Security Manager のプライマリ インスタンスをインストールします。
プライマリ サーバに Security Manager をインストールするには、次の手順に従います。
ステップ 1

クラスタ内のプライマリ サーバで、Veritas Enterprise Administrator（VEA GUI）アプリケーションを
開き、ログインします。

ステップ 2

[datadg] ディスク グループを右クリックし、[Import Dynamic Disk Group] を選択します。
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ステップ 3

[Import as dynamic disk group] オプションが選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。

ステップ 4

[System] の下の Volumes フォルダを展開します。

ステップ 5

[cscopx] ボリュームを右クリックし、[File System] > [Change Drive Letter and Path] を選択します。

ステップ 6

cscopx ボリュームに目的のドライブ文字を割り当て、[OK] をクリックします。ドライブの割り当てに
ついては、「ローカル冗長性コンフィギュレーションのワークシート」（P.2-5）または 「地理的冗長性
（DR）コンフィギュレーションのワークシート」（P.2-6）を参照してください。

ステップ 7

『Security Manager Installation Guide』に従って、次の HA に固有の項目に注意しながら Security
Manager をインストールします。

a. HA 用の Security Manager をインストールするかどうかを質問されたら、チェックボックスをオン
にして、インストールすることを選択します。

b. インストール ディレクトリを選択するように求められたら、< 選択したドライブ文字 >:¥Program
Files¥CSCOpx を指定します。
c. データベースのパスワードを指定するように求められたら、適切なパスワードを選択し、それを記
憶しておきます。HA/DR コンフィギュレーションのすべての Security Manager サーバにこのパス
ワードを使用します。
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（注）

Security Manager インストールの完了間近で、マルチホーム サーバを使用していて、gatekeeper.cfg
ファイルを更新する必要があるというメッセージが表示される場合があります。HA/DR コンフィギュ
レーションで使用されるエージェント スクリプトでこのファイルが変更されるため、このメッセージ
は無視してかまいません。

ステップ 8

Security Manager のインストールが完了したら、サーバを再起動します。

ステップ 9

システムの再起動後、VEA GUI を開き、共有ディスク グループがインポートされているかどうかを確
認します。ディスク グループのステータスが [Offline] の場合、ステップ 2 ～ステップ 6 を繰り返して
ディスク グループをインポートし、インストール時に使用されたのと同じドライブ文字を割り当てま
す。

ステップ 10

「Security Manager
online.pl スクリプトを使用して Security Manager を起動します。詳細については、
の手動での起動、終了、またはフェールオーバー」（P.4-3）を参照してください。

（注）

ステップ 11

Security Manager が正常に動作するために必要な Windows レジストリ エントリの設定を完了するに
は、Security Manager を起動する必要があります。
Security Manager の起動が完了するまで 5 ～ 10 分待ち、URL：http://< サーバのホスト名または IP ア
ドレス >:1741 を使用してアプリケーションの Web インターフェイスにログインします。正常にログイ
ンできることを確認します。

ヒント

ステップ 12

または、pdshow コマンドを使用して、Cisco Security Manager サービスが正常に動作していることを
確認することもできます。
アプリケーションの Web インターフェイスからログアウトし、offline.pl スクリプトを使用して
Security Manager を終了します。詳細については、「Security Manager の手動での起動、終了、または
フェールオーバー」（P.4-3）を参照してください。

セカンダリ サーバへの Security Manager のインストール
この項の手順を実行して、セカンダリ サーバに Security Manager をインストールします。セカンダリ
サーバへの Security Manager のインストールはプライマリ サーバへのインストールと同様ですが、1
つ重要な違いがあります。特定のセカンダリ サーバに関連付けられたスペア ボリューム
（cscopx_spare）に Security Manager をインストールします。これは Security Manager をアップグ
レードまたはアンインストールする場合にだけ使用されます。このスペア ボリュームには Security
Manager アプリケーションおよび空のデータベースを保存できるだけの容量（最大 2 GB）が必要で
す。十分な領域を使用できる場合にだけ datadg ディスク グループにスペア ボリュームを作成できま
す。可能な場合は、別のディスク グループに作成してください。
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セカンダリ サーバに Security Manager をインストールするには、次の手順に従います。
ステップ 1

セカンダリ サーバで、Veritas Enterprise Administrator（VEA GUI）アプリケーションを開き、ログイ
ンします。

ステップ 2

[datadg_spare] を右クリックし、[Import Dynamic Disk Group] を選択します。

ステップ 3

[Import as dynamic disk group] オプションが選択されていることを確認し、[OK] をクリックします。

ステップ 4

[System] の下の Volumes フォルダを展開します。

ステップ 5

[cscopx_spare] ボリュームを右クリックし、[File System] > [Change Drive Letter and Path] を選択しま
す。

ステップ 6

ステップ 7

cscopx_spare ボリュームに目的のドライブ文字を割り当て、[OK] をクリックします。ドライブの割り
当てについては、「ローカル冗長性コンフィギュレーションのワークシート」（P.2-5）または 「地理的
冗長性（DR）コンフィギュレーションのワークシート」（P.2-6）を参照してください。
『Security Manager Installation Guide』に従って、次の HA に固有の項目に注意しながら Security
Manager をインストールします。

a. HA 用の Security Manager をインストールするかどうかを質問されたら、チェックボックスをオン
にして、インストールすることを選択します。
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b. インストール ディレクトリを選択するように求められたら、< 選択したドライブ文字 >:¥Program
Files¥CSCOpx を指定します。
c. データベースのパスワードを指定するように求められたら、プライマリ サーバに選択したものと
同じパスワードを選択します。

（注）

Security Manager インストールの完了間近で、マルチホーム サーバを使用していて、gatekeeper.cfg
ファイルを更新する必要があるというメッセージが表示される場合があります。HA/DR コンフィギュ
レーションで使用されるオンライン スクリプトでこのファイルが変更されるため、このメッセージは
無視してかまいません。

ステップ 8

Security Manager のインストールが完了したら、サーバを再起動します。

ステップ 9

システムの再起動後、VEA GUI を開き、共有ディスク グループがインポートされているかどうかを確
認します。ディスク グループのステータスが [Offline] の場合、ステップ 2 ～ステップ 6 を繰り返して
ディスク グループをインポートし、インストール時に使用されたのと同じドライブ文字を割り当てま
す。

ステップ 10

「Security Manager
online.pl スクリプトを使用して Security Manager を起動します。詳細については、
の手動での起動、終了、またはフェールオーバー」（P.4-3）を参照してください。

（注）

ステップ 11

Security Manager が正常に動作するために必要な Windows レジストリ エントリの設定を完了するに
は、Security Manager を起動する必要があります。
Security Manager の起動が完了するまで 5 ～ 10 分待ち、URL：http://< サーバのホスト名または IP ア
ドレス >:1741 を使用してアプリケーションの Web インターフェイスにログインします。正常にログイ
ンできることを確認します。

ヒント

ステップ 12

または、pdshow コマンドを使用して、Cisco Security Manager サービスが正常に動作していることを
確認することもできます。
アプリケーションの Web インターフェイスからログアウトし、offline.pl スクリプトを使用して
Security Manager を終了します。詳細については、「Security Manager の手動での起動、終了、または
フェールオーバー」（P.4-3）を参照してください。
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ステップ 13

インストールが完了したら、スペア ボリュームからドライブ文字の割り当てを解除します。

Veritas Volume Replicator のタスク
この項の手順を実行して、クラスタ間でレプリケーションが実行される場合のデュアル地域クラスタ
コンフィギュレーションにレプリケーションを設定します。
レプリケーションを設定するには、次の作業を行います。
ステップ 1

VEA GUI を使用して、プライマリ ホストおよびセカンダリ ホストに接続します。

ステップ 2

datadg ディスク グループがプライマリ サーバとセカンダリ サーバの両方にインポートされていること
を確認します。

ステップ 3

[View] > [Connection] > [Replication Network] を選択します。

ステップ 4

ツリーから [Replication Network] を選択し、ツールバーから [Setup Replicated Data Set] ウィザードを
選択して、ウィザードの最初のパネルで次の内容を指定します。

• [Replicated Data Set Name]：CSM_RDS
• [Replicated Volume Group name]：CSM_RVG
• ドロップダウン リストからプライマリ ホストを選択します。

ステップ 5

[Next] をクリックし、ウィザードの [Select Dynamic Disk Group and volumes to be replicated] パネル
で、次の内容を指定します。

• [Dynamic Disk Group]：datadg
• [Volumes]：cscopx
ステップ 6

[Next] をクリックします。他に使用できるボリュームが data_srl だけの場合、Replicator Log のスト
レージ ボリュームとして自動的に選択されます。複数の追加ボリュームを使用できる場合、[Storage
Replicator Log] パネルが表示されます。次の内容を指定します。
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• [Volume for the Replicator Log]：data_srl
ステップ 7

[Next] をクリックし、概要情報を確認して、[Create Primary RVG] をクリックして RVG を作成しま
す。

ステップ 8
ステップ 9

プライマリ RVG が正常に作成された後、RDS にセカンダリ ホストを追加するかどうか尋ねられたら
[Yes] をクリックします。

[Specify Secondary host for replication] パネルで、[Secondary Host] フィールドにセカンダリ ホストの
名前または IP アドレスを入力します。

ステップ 10

（注）

[Next] をクリックし、[edit replication settings] パネルで、次の内容を指定します。
プライマリ側とセカンダリ側の IP アドレスについて、NIC カードの固定 IP アドレスを指定できます。
ただし、Veritas Cluster Server を使用する場合、後でこのパネルに戻って、VCS の制御下で仮想 IP ア
ドレスを使用するように IP アドレスを更新する必要があります。VEA からこれを実行するには、ツ
リーでセカンダリ RVG を選択し、[Actions] > [Change Replication Settings] を選択します。

• [Primary side IP]：< プライマリ サーバの IP アドレス >
• [Secondary side IP]：< セカンダリ サーバの IP アドレス >
• [Replication Mode]：Synchronous Override
• [Replicator Log Protection]：<[Off]、[Fail]、[DCM]、[AutoDCM]（デフォルト）、[Override] か
ら選択 >。各選択肢の説明については、
『Volume Replicator administrator's guide』を参照してくだ
さい。
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ステップ 11

[Next] をクリックして、デフォルトの設定でレプリケーションを開始します。 [Synchronize
Automatically] を選択し、[Start Replication] がオンになっていることを確認します。

ステップ 12

[Next] をクリックして [Summary] ページを表示し、[Finish] をクリックします。

動作しているボリュームに対する権限の更新
Security Manager をインストールすると、Security Manager を実行するための特別なローカル ユーザ
（casuser）とグループ（casusers）が作成されます。セカンダリ サーバで Security Manager の保護され
ているインスタンスを実行するには、cscopx ボリュームにローカル casusers グループの権限を追加す
る必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「共有ストレージを使用する場合の権限の更新」（P.3-14）
• 「レプリケーションを使用する場合の権限の更新」（P.3-15）

共有ストレージを使用する場合の権限の更新
共有ストレージを使用する場合にセカンダリ サーバに対するローカル casusers グループの権限を追加
するには、次の作業を行います。
ステップ 1

プライマリ サーバで実行している場合は、offline.pl スクリプトを使用して Security Manager を終了し
ます。詳細については、「Security Manager の手動での起動、終了、またはフェールオーバー」（P.4-3）
を参照してください。

ステップ 2

プライマリ サーバから datadg ディスク グループをデポートします。

ステップ 3

セカンダリ サーバに datadg ディスク グループをインポートします。
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ステップ 4

VEA GUI またはコマンド ラインを使用して、プライマリ ボリューム（cscopx）を選択したドライブ
文字に割り当てます。

ステップ 5

Windows Explorer から、< 選択したドライブ文字 >:¥Program Files¥CSCOpx フォルダを右クリック
し、[Sharing and Security] メニュー項目を選択します。

ステップ 6

このフォルダのプロパティのダイアログボックスが表示されます。[Security] タブを選択し、[Add] を
クリックします。

ステップ 7

[Select Users or Groups] ダイアログ ボックスで、[Location] をクリックし、選択ツリーからローカル
サーバを選択します。

ステップ 8

[enter object names] ボックスで casusers と入力し、[Check Names] をクリックします。このテキスト
ボックスに [< サーバ名 >¥casusers] と表示されるはずです。[OK] をクリックします。

ステップ 9

[casusers] が選択されていることを確認し、[Allow] の下の [Full Control] チェックボックスをオンにし
て、casusers グループに full control 権限を付与します。

ステップ 10

[Advanced] をクリックします。

ステップ 11

[Advanced Settings] で、[Replace permission entries on all child objects with entries shown here that
apply to child objects] チェックボックスをオンにします。

ステップ 12

[Apply] をクリックし、CSCOpx ディレクトリの下のすべての子オブジェクトに権限が伝播されるのを
待ちます。

ステップ 13

伝播が完了したら、[OK] をクリックします。

ステップ 14

[OK] をクリックし、[CSCOpx Properties] ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 15

cscopx ボリュームからドライブ文字の割り当てを解除します。

ステップ 16

セカンダリ サーバから datadg ディスク グループをデポートします。

ステップ 17

プライマリ サーバに datadg ディスク グループをインポートします。

ステップ 18

VEA GUI またはコマンド ラインを使用して、プライマリ ボリューム（cscopx）を選択したドライブ
文字に割り当てます。

レプリケーションを使用する場合の権限の更新
レプリケーションを使用する場合にセカンダリ サーバに対するローカル casusers グループの権限を追
加するには、次の作業を行います。
ステップ 1

プライマリ サーバで実行している場合は、offline.pl スクリプトを使用して Security Manager を終了し
ます。詳細については、「Security Manager の手動での起動、終了、またはフェールオーバー」（P.4-3）
を参照してください。

ステップ 2

cscopx ボリュームからドライブ文字の割り当てを解除します。

ステップ 3

レプリケーションのプライマリをセカンダリに移行します。

ステップ 4

セカンダリ サーバの cscopx ボリュームに選択したドライブ文字を割り当てます。

ステップ 5

Windows Explorer から、< 選択したドライブ文字 >:¥Program Files¥CSCOpx フォルダを右クリック
し、[Sharing and Security] メニュー項目を選択します。

ステップ 6

このフォルダのプロパティのダイアログボックスが表示されます。[Security] タブを選択し、[Add] を
クリックします。
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ステップ 7

[Select Users or Groups] ダイアログ ボックスで、[Location] をクリックし、選択ツリーからローカル
サーバを選択します。

ステップ 8

[enter object names] ボックスで casusers と入力し、[Check Names] をクリックします。このテキスト
ボックスに [< サーバ名 >¥casusers] と表示されるはずです。[OK] をクリックします。

ステップ 9

[casusers] が選択されていることを確認し、[Allow] の下の [Full Control] チェックボックスをオンにし
て、casusers グループに full control 権限を付与します。

ステップ 10

[Advanced] をクリックします。

ステップ 11

[Advanced Settings] で、[Replace permission entries on all child objects with entries shown here that
apply to child objects] チェックボックスをオンにします。

ステップ 12

[Apply] をクリックし、CSCOpx ディレクトリの下のすべての子オブジェクトに権限が伝播されるのを
待ちます。

ステップ 13

伝播が完了したら、[OK] をクリックします。

（注）

権限の更新中に、「Error Applying Security」というタイトルのエラー ダイアログに次のメッセージが
表示される場合があります。
「An error occurred applying security information to: < 選択したドライブ文
字 >:¥Program Files¥CSCOpx¥log¥dcr.log.Access is denied.」。このメッセージは無視しても問題あり
ません。エラー ダイアログで [Continue] をクリックして、権限の更新プロセスを完了します。

ステップ 14

[OK] をクリックし、[CSCOpx Properties] ダイアログボックスを閉じます。

ステップ 15

cscopx ボリュームからドライブ文字の割り当てを解除します。

ステップ 16

レプリケーションをプライマリ サーバに再び移行します。

ステップ 17

プライマリ サーバの cscopx ボリュームに選択したドライブ文字を割り当てます。

Veritas Cluster Server のタスク
ここでは、Veritas クラスタのセットアップおよび設定のプロセスについて説明します。次の 2 つのシ
ナリオについて説明します。
「単一のローカル クラスタ（デュアルノード）コンフィギュレーション」（P.3-16）
「デュアル地域クラスタ コンフィギュレーション」（P.3-25）

単一のローカル クラスタ（デュアルノード）コンフィギュレーション
ここでは、クラスタ内に 2 つのノード（プライマリとセカンダリ）がある単一のローカル クラスタの
セットアップおよび設定について説明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「クラスタの作成」（P.3-17）
• 「アプリケーション サービス グループの作成」（P.3-17）
• 「ClusterService グループの作成（オプション）」（P.3-24）
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クラスタの作成
クラスタを作成するには、次の手順に従います。
ステップ 1

VCS Cluster Configuration ウィザードを使用して、次のようにクラスタを作成します。
• Cluster Name = CSManager_Primary
• Cluster ID = 0
クラスタの定義にプライマリ サーバとセカンダリ サーバを含めます。このウィザードのクラスタ定義
の一部は、プライベート ネットワークの NIC を指定することです。VCS では、クラスタのメンテナン
スのためにクラスタ間の通信にプライベート ネットワークを使用します。また、すべての専用クラス
タ通信インターフェイスで障害が発生した場合、優先度の低いクラスタ通信インターフェイスとして動
作する 1 つのネットワーク イーサネット インターフェイスを割り当てることもできます。

ステップ 2

Cluster Manager を起動するには、[Start] > [All Programs] > [Symantec] > [Veritas Cluster Server] >
[Veritas Cluster Manager - Java Console] を選択して、クラスタにログインします。

ステップ 3

Cluster Manager を使用して、[File] > [Import Types] を選択し、[CSManager] リソース タイプをイン
ポートします。$VCS_ROOT¥cluster server¥conf¥config に配置されている CSManagerTypes.cf ファ
イルを参照し、[Import] をクリックします。

アプリケーション サービス グループの作成
アプリケーション サービス グループを作成するには、次の手順に従います。
ステップ 1

[CSManager] リソースを右クリックし、[Add Service Group] を選択します。
APP という名前のサービス グループを追加し、[Startup] オプションがオンになっているこのサービス
グループのサーバと、タイプが [Failover] の各サーバおよびサービス グループのサーバの両方を含め
ます。

ステップ 2

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
NIC リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにします。
• Resource name = NIC
• Resource Type = NIC
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• MACAddress = <Security Manager アプリケーションにアクセスするために使用される NIC の
MAC アドレス >。クラスタ内の各サーバに一意に定義されます。

（注）

ステップ 3

DOS レベルのコマンド ipconfig -all を使用して、各イーサネット インターフェイスに関連付けられた
MAC アドレスを検索できます。

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
IP リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにします。
• Resource name = APP_IP
• Resource Type = IP
• Address = <Security Manager アプリケーションが使用するように割り当てられた仮想 IP アドレス >
（グローバル属性として定義される）

• SubNetMask = < サブネット マスク >
（グローバル属性として定義される）

• MACAddress = <Security Manager アプリケーションにアクセスするために使用される NIC の
MAC アドレス >（クラスタ内の各サーバに対して定義される）。
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ステップ 4

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
VMDg リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにします。
• Resource name = datadg
• Resource Type = VMDg
• DiskGroupName = datadg
（グローバル属性として定義される）

ステップ 5

[VMDg] リソース グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
datadg_evt リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにし
ます。

• Resource name = datadg_evt
• Resource Type = VMDg
• DiskGroupName = datadg_evt
（グローバル属性として定義される）

Cisco Security Manager 4.0 ハイ アベイラビリティ インストレーション ガイド

3-19

第3章

Cisco Security Management Suite ハイ アベイラビリティ ソリューションのインストール

Veritas Cluster Server のタスク

ステップ 6

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
MountV リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにしま
す。

• Resource name = APP_MountV
• Resource Type = MountV
• MountPath = < 選択したドライブ文字 >:¥
（グローバル属性として定義される）

• VolumeName = cscopx
（グローバル属性として定義される）

• VMDGResName = datadg
（グローバル属性として定義される）

• ForceUnmount = {NONE、READ-ONLY、ALL}
他のアプリケーションで使用される場合、エージェントがドライブを強制的にアンマウントするか
どうかを定義します。次の選択肢があります。

– [NONE]：アプリケーションがアクセスしている場合、エージェントはボリュームをアンマウ
ントしません。

– [READ-ONLY]：アプリケーションが Read Only モードでアクセスしている場合、エージェン
トはボリュームをアンマウントします。

– [ALL]：アプリケーションのアクセスの種類に関係なく、エージェントはボリュームをアンマ
ウントします。
デフォルトは [NONE] です。ボリュームをアンマウントできない場合、セカンダリ サーバへの自
動フェールオーバーが阻止される可能性があるため、 [READ-ONLY] または [ALL] の値を選択す
ることがあります。
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ステップ 7

[MountV] リソース グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
MountV_evt リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにし
ます。

• Resource name = APP_MountV_evt
• Resource Type = MountV
• MountPath = < 選択したドライブ文字 >:¥
（グローバル属性として定義される）

• VolumeName = cscopx_evt
( グローバル属性として定義される )
• VMDGResName = datadg_evt
（グローバル属性として定義される）

• ForceUnmount = {NONE、READ-ONLY、ALL}
他のアプリケーションで使用される場合、エージェントがドライブを強制的にアンマウントするか
どうかを定義します。次の選択肢があります。

– [NONE]：アプリケーションがアクセスしている場合、エージェントはボリュームをアンマウ
ントしません。

– [READ-ONLY]：アプリケーションが Read Only モードでアクセスしている場合、エージェン
トはボリュームをアンマウントします。

– [ALL]：アプリケーションのアクセスの種類に関係なく、エージェントはボリュームをアンマ
ウントします。
デフォルトは [NONE] です。ボリュームをアンマウントできない場合、セカンダリ サーバへの自
動フェールオーバーが阻止される可能性があるため、 [READ-ONLY] または [ALL] の値を選択す
ることがあります。
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ステップ 8

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
RegRep リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにしま
す。

• Resource name = APP_RegRep
• Resource Type = RegRep
• MountResName = APP_MountV
（グローバル属性として定義される）

• ReplicationDirectory = ¥REGREP¥DEFAULT
（グローバル属性として定義される）

• キー（グローバル属性として定義される）
Key = HKLM¥Software¥JavaSoft¥Prefs¥vms
Value = < 空白 >

（注）

Security Manager は HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥JavaSoft¥Prefs¥vms の下のサーバ レ
ジストリにクライアント ユーザ プリファレンスを保存します。レジストリ レプリケーション エージェ
ント（RegRep）は、アクティブ サーバ上の指定されたレジストリの場所への変更を監視し、フェール
オーバーの発生時にセカンダリ サーバにこれらの変更を同期化します。

ステップ 9

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
CSManager リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにし
ます。
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• Resource name = APP_CSManager
• Resource Type = CSManager
• PathName = < 選択したドライブ文字 >:¥Program Files¥CSCOpx¥
（グローバル属性として定義される）

• EventIPAddress = APP_IP で使用されるのと同じ IP アドレス
（グローバル属性として定義される）

• CertificateDir = この属性の説明については、「SSL 用のセキュリティ証明書」（P.4-2）を参照して
ください。

ステップ 10

次の表に定義されているように、リソースをリンクします（図 A-1（P.A-2）を参照）。

親リソース

子リソース

APP_CSManager

APP_RegRep

APP_CSManager

APP_IP

APP_IP

NIC

APP_RegRep

APP_MountV

APP_RegRep

APP_MountV_evt

APP_MountV

datadg

APP_MountV_evt

datadg_evt

リソースをリンクするには、次の作業を行います。

a. 親リソースを右クリックし、[Link] を選択します。

[Link Resources] ダイアログボックスが表示されます。
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b. 子リソースを選択し、[OK] をクリックします。
選択したリソースがリンクされます。
すべてのリンクが作成されると、次のようなリソース ビューが表示されます。

ClusterService グループの作成（オプション）
オプションで ClusterService グループを作成して、次のオプション コンポーネントを実行できます。

• Cluster Manager（Web コンソール）
• 通知

VCS Configuration ウィザードを使用して、これらのコンポーネットを設定できます。詳細について
は、『Veritas Cluster Server administrator's guide』を参照してください。電子メールまたは SNMP ト
ラップによって、クラスタ内で発生したイベントを通知できるため、通知サービスは有益です。
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デュアル地域クラスタ コンフィギュレーション
ここでは、各クラスタに単一のノードがある地理的に離れた 2 つのクラスタのセットアップおよび設定
について説明します。

（注）

また、1 つのクラスタまたは両方のクラスタに複数のノードがあるデュアル地域クラスタ コンフィギュ
レーションを作成することもできます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタの作成」（P.3-25）
• 「ClusterService グループの作成」（P.3-26）
• 「レプリケーション サービス グループの作成」（P.3-27）
• 「アプリケーション サービス グループの作成」（P.3-28）
• 「クラスタ レベル コンフィギュレーションの作成」（P.3-30）

プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタの作成
プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタを作成するには、次の手順に従います。
ステップ 1

VCS Cluster Configuration ウィザードを使用して、（プライマリ クラスタ内の）プライマリ サーバで、
次のクラスタを作成します。

• Cluster Name = CSManager_Primary
• Cluster ID = 0
ステップ 2

VCS Configuration ウィザードを使用して、（セカンダリ クラスタ内の）プライマリ サーバで、次のク
ラスタを作成します。
• Cluster Name = CSManager_Secondary
• Cluster ID = 1

ステップ 3

プライマリ クラスタで、[Start] > [All Programs] > [Symantec] > [Veritas Cluster Server] > [Veritas
Cluster Manager - Java Console] を選択して、クラスタにログインし、Cluster Manager を起動します。

ステップ 4

Cluster Manager を使用して、[File] > [Import Types] を選択し、[CSManager] リソース タイプをイン
ポートします。$VCS_ROOT¥cluster server¥conf¥config に配置されている CSManagerTypes.cf ファ
イルを参照し、[Import] をクリックします。

ステップ 5

セカンダリ クラスタに対して、ステップ 3 および 4 を繰り返します。
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ClusterService グループの作成
ClusterService グループを作成するには、次の手順に従います。
（注）

ヒント

ステップ 1

プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタの両方でこれらの手順を実行します。

ここで説明しているクラスタ間通信のための ClusterService グループと wac リソースの作成手順の代
わりに、VCS Configuration ウィザードを使用できます。また、オプションで VCS Configuration ウィ
ザードを使用して、Cluster Manager（Web コンソール）および通知コンポーネントを設定することも
できます。詳細については、『Veritas Cluster Server administrator's guide』を参照してください。

[CSManager] リソースを右クリックし、[Add Service Group] を選択します。
ClusterService という名前のサービス グループを追加します。

ステップ 2

[ClusterService] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
NIC リソースを追加します。
• Resource name = NIC
• Resource Type = NIC
• MACAddress = <NIC カードの MAC アドレス >

（注）

ステップ 3

DOS レベルのコマンド ipconfig -all を使用して、各イーサネット インターフェイスに関連付けられた
MAC アドレスを検索できます。
[ClusterService] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
IP リソースを追加します。
• Resource name = VCS_IP
• Resource Type = IP
• Address = < クラスタに割り当てられた仮想 IP アドレス >
• SubNetMask = < サブネット マスク >
• MACAddress = < 対応する NIC カードの MAC アドレス >

ステップ 4

[ClusterService] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
wac リソースを追加します。
• Resource name = wac
• Resource Type = Process
• StartProgram = C:¥Program Files¥Veritas¥Cluster Server¥bin¥wac.exe
• StopProgram = C:¥Program Files¥Veritas¥Cluster Server¥bin¥wacstop.exe
• MonitorProgram = C:¥Program Files¥Veritas¥Cluster Server¥bin¥wacmonitor.exe
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ステップ 5

次の表に定義されているように、リソースをリンクします（図 A-4（P.A-4）を参照）。

親リソース

子リソース

wac

VCS_IP

VCS_IP

NIC

リソースをリンクするには、次の作業を行います。

a. 親リソースを右クリックし、[Link] を選択します。

[Link Resources] ダイアログボックスが表示されます。
b. 子リソースを選択し、[OK] をクリックします。
選択したリソースがリンクされます。

レプリケーション サービス グループの作成
レプリケーション サービス グループを作成するには、次の手順に従います。

（注）

ステップ 1

プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタの両方でこれらの手順を実行します。

[CSManager] リソースを右クリックし、[Add Service Group] を選択します。
APPrep という名前のサービス グループを追加します。

ステップ 2

[APPrep] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
Proxy リソースを追加します。
• Resource name = VVR_NIC_Proxy
• Resource Type = Proxy
• TargetResName = NIC

ステップ 3

[APPrep] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
IP リソースを追加します。
• Resource name = VVR_IP
• Resource Type = IP
• Address = < レプリケーションに割り当てられた仮想 IP アドレス >
• SubNetMask = < サブネット マスク >
• MACAddress = < 対応する NIC カードの MAC アドレス >

ステップ 4

[APPrep] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
VMDg リソースを追加します。
• Resource name = datadg
• Resource Type = VMDg
• DiskGroupName = datadg

ステップ 5

[APPrep] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
Cisco Security Manager 4.0 ハイ アベイラビリティ インストレーション ガイド

3-27

第3章

Cisco Security Management Suite ハイ アベイラビリティ ソリューションのインストール

Veritas Cluster Server のタスク

VvrRvg リソースを追加します。
• Resource name = APP_RVG
• Resource Type = VvrRvg
• RVG = CSM_RVG
• VMDGResName = datadg
• IPResName = VVR_IP
ステップ 6

次の表に定義されているように、リソースをリンクします（図 A-3（P.A-3）を参照）。

親リソース

子リソース

VVR_IP

VVR_NIC_Proxy

APP_RVG

VVR_IP

APP_RVG

datadg

リソースをリンクするには、次の作業を行います。

a. 親リソースを右クリックし、[Link] を選択します。

[Link Resources] ダイアログボックスが表示されます。
b. 子リソースを選択し、[OK] をクリックします。
選択したリソースがリンクされます。

アプリケーション サービス グループの作成
アプリケーション サービス グループを作成するには、次の手順に従います。

（注）

プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタの両方でこれらの手順を実行します。

ステップ 1

APP という名前のサービス グループを追加します。

ステップ 2

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
RVG プライマリ リソースを追加します。
• Resource name = APP_RVGPrimary
• Resource Type = RVGPrimary
• RvgResourceName = APP_RVG

ステップ 3

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
MountV リソースを追加します。
• Resource name = APP_MountV
• Resource Type = MountV
• Mount Path = < 選択したドライブ文字 >:¥
• Volume Name = cscopx
• VMDg Resource Name = datadg
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ステップ 4

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
RegRep リソースを追加し、[Critical] チェックボックスと [Enabled] チェックボックスをオンにしま
す。

• Resource name = APP_RegRep
• MountResName = APP_MountV
• ReplicationDirectory = ¥REGREP¥DEFAULT
• Keys = HKLM¥Software¥JavaSoft¥Prefs¥vms

（注）

Security Manager は HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥JavaSoft¥Prefs¥vms の下のサーバ レ
ジストリにクライアント ユーザ プリファレンスを保存します。レジストリ レプリケーション エージェ
ント（RegRep）は、アクティブ サーバ上の指定されたレジストリの場所への変更を監視し、フェール
オーバーの発生時にセカンダリ サーバにこれらの変更を同期化します。

ステップ 5

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
Proxy リソースを追加します。
• Resource name = APP_NIC_Proxy
• Resource Type = Proxy
• TargetResName = NIC

ステップ 6

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
IP リソースを追加します。
• Resource name = APP_IP
• Resource Type = IP
• Address = < アプリケーションに割り当てられた仮想 IP アドレス >
• SubNetMask = < サブネット マスク >
• MACAddress = < 対応する NIC カードの MAC アドレス >

ステップ 7

[APP] サービス グループを右クリックし、[Add Resource] を選択します。
CSManager リソースを追加します。
• Resource name = APP_CSManager
• Resource Type = CSManager
• PathName = < 選択したドライブ文字 >:¥Program Files¥CSCOpx
• EventIPAddress = APP_IP で使用するのと同じ IP アドレス
• CertificateDir = この属性の説明については、「SSL 用のセキュリティ証明書」（P.4-2）を参照して
ください。

ステップ 8

次の表に定義されているように、リソースをリンクします（図 A-2（P.A-3）を参照）。

親リソース

子リソース

APP_MountV

APP_RVGPrimary

APP_RegRep

APP_MountV

APP_CSManager

APP_RegRep
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親リソース

子リソース

APP_IP

APP_NIC_Proxy

APP_CSManager

APP_IP

リソースをリンクするには、次の作業を行います。

a. 親リソースを右クリックし、[Link] を選択します。

[Link Resources] ダイアログボックスが表示されます。
b. 子リソースを選択し、[OK] をクリックします。
選択したリソースがリンクされます。

クラスタ レベル コンフィギュレーションの作成
クラスタ レベル コンフィギュレーションを作成するには、次の手順に従います。
ステップ 1

APPrep サービス グループの親としての APP サービス グループをオンライン ローカル ファームの依存
関係にリンクします。プライマリ クラスタとセカンダリ クラスタの両方でこの手順を実行します。

ステップ 2

クラスタ プロパティの下でクラスタ アドレスを指定します。このアドレスは VCS_IP リソースに使用
したのと同じ IP アドレスです。

ステップ 3

プライマリ クラスタから、[Edit] > [Add/Delete Remote Cluster] を選択して、Remote Cluster
Configuration ウィザードを使用してセカンダリ クラスタを追加します。

ステップ 4

プライマリ クラスタから、[Edit] > [Configure Global Groups] を選択して、Global Group
Configuration ウィザードを使用して APP サービス グループをグローバル グループとして設定します。
図 A-5（P.A-4）を参照してください。
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メンテナンス作業
この章では、HA/DR コンフィギュレーションで使用される場合の Security Manager に関するメンテナ
ンス作業について説明します。この章の内容は以下のとおりです。

• 「VCS の動作のカスタマイズ」（P.4-1）
• 「SSL 用のセキュリティ証明書」（P.4-2）
• 「Security Manager の手動での起動、終了、またはフェールオーバー」（P.4-3）
• 「Cisco Secure ACS と Security Manager の統合」（P.4-6）
• 「Security Manager のアップグレード」（P.4-6）
• 「Security Manager のバックアップ」（P.4-7）
• 「Security Manager のアンインストール」（P.4-7）
• 「非 HA Security Manager の HA への移行」（P.4-8）

VCS の動作のカスタマイズ
VCS では、リソースの障害への対応などの VCS の動作を制御するための多数の変数がサポートされま
す。このマニュアルで説明しているデフォルトのインストールに従った場合、次に説明するような
フェールオーバー動作が行われます。『Veritas Cluster Server User's Guide』に説明されているように、
これらやその他の動作の制御を確認する必要があります。
• Security Manager に障害が発生した場合、VCS は同じサーバでアプリケーションの再起動を試行
しません。代わりに、VCS はクラスタ内のスタンバイ サーバにフェールオーバーします。ただし、
リソースレベルの属性 RestartLimit を使用して、エージェントがリソースの障害を宣言する前に、
リソースの再起動を試行する回数を制御できます。

• 特定のサーバ上で最初に Security Manager アプリケーションをオンラインにしようとすると、
VCS は一度だけリソースをオンラインにしようとします。OnlineRetryLimit リソースレベルの属
性は、最初の試行が失敗した場合に、オンライン エントリ ポイントが試行される回数を指定しま
す。

• デフォルトでは、VCS は Security Manager アプリケーションの監視スクリプトを 60 秒ごとに実行
します。そのため、アプリケーションの障害を検出するために、最大 60 秒かかる可能性がありま
す。MonitorInterval は調整可能なリソースレベルの属性です。
• デュアル クラスタを使用している場合、デフォルトでは、クラスタ間のフェールオーバーは手動
の操作です。これによって、両方のクラスタでアプリケーションを同時に実行することが防止され
ます。クラスタ間の通信が失われた場合（地理的に離れているデータ センター間に冗長パスが存
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在していない場合に発生しやすい）、VCS はリモート クラスタに障害が発生したか、通信に問題が
あるかを判断できません。クラスタ間の自動フェールオーバーが望ましい場合は、 APP サービス
グループで ClusterFailOverPolicy 属性で設定できます。

SSL 用のセキュリティ証明書
Security Manager では、サーバとクライアントのブラウザまたはアプリケーションの間の Secure
Socket Layer（SSL）暗号化の使用を設定できます。SSL の暗号化では、サーバ上でデジタル証明書を
作成して配置する必要があります。デジタル証明書に含まれる識別情報の一部は共通サービスの Web
GUI に表示される Common Name（CN; 共通名）または「ホスト名」です。複数のサーバと対応する
ホスト名が存在する HA/DR コンフィギュレーションの場合、アプリケーションにアクセスするために
使用されるホスト名または IP アドレスと一致する証明書を維持できるように、特別な手順が必要にな
る場合があります。
単一のクラスタでは、単一の仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名を使用してアプリケーションにアク
セスします。この場合、仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名と等しい CN で証明書を作成する必要が
あります。アプリケーションを実行しているクラスタ内のサーバに関係なく、仮想 IP または仮想ホス
ト名アドレスが有効であるため、フェールオーバーの発生時にデジタル証明書ファイルを更新する必要
はありません。
ただし、デュアル地域クラスタ コンフィギュレーションの場合、各クラスタにアプリケーションに関
連付けられた独自の IP アドレスまたはホスト名があります。その結果、デジタル証明書ファイルが 1
つのクラスタと一致するように作成されている場合、アプリケーションが他のクラスタにフェールオー
バーされると、一致しなくなります。この場合、クラスタ間のフェールオーバーが発生したときに、デ
ジタル証明書ファイルを他のクラスタと一致するように更新する必要があります。

（注）

アプリケーションにアクセスするために仮想ホスト名を使用する場合、代わりに DNS の更新を使用し
て、クラスタ間のフェールオーバーのために証明書を更新することを防止できます。クラスタ間の
フェールオーバーの発生時に、DNS は仮想ホスト名に関連付けられた新しい IP アドレスで更新されま
す。クライアントがアプリケーションにアクセスする場合に、必ず同じ仮想ホスト名を使用するため、
証明書ファイルを更新する必要がありません。

VCS 用の Security Manager Agent では、アプリケーションを起動する前に、共有されず、レプリケー
ションされていないローカル ディレクトリに保存されているデジタル証明書ファイルが自動的にコ
ピーされます。ただし、クラスタ内の各サーバでこのディレクトリに適切なファイルを配置する必要が
あります。このディレクトリは、CertificateDir パラメータを使用して、エージェントに対して指定さ
れます。
各サイトに 1 台のサーバが存在している地理的冗長性（DR）コンフィギュレーションの場合、よりシ
ンプルなオプションを使用できます。サーバのホスト名に基づいて証明書ファイルを再生成するように
エージェントを設定できます。このようなことが可能なのは、仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名が
関係しないからです。エージェントのこの動作を設定するには、 CertificateDir パラメータの値にキー
ワード regen を指定します。

Security Manager がインストールされている場合、デフォルトでは、サーバのローカル ホスト名と一
致する自己署名証明書が作成されます。コンフィギュレーションに応じて、この手順に従って、仮想
IP アドレスまたは仮想ホスト名と一致する自己署名証明書を生成します。
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ステップ 1

サーバの Web ブラウザ インターフェイス（http://< ホスト名または IP アドレス >:1741）にログインし
ます。

ステップ 2

自己署名証明書のセットアップ画面にアクセスするには、Cisco Security Management Suite のホーム
ページの [CiscoWorks] リンクをクリックし、[Common Services] > [Server] > [Security] を選択し、
[Certificate Setup] をクリックします。

ステップ 3

証明書のフィールドに入力し、[CN] フィールドで仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名のいずれかを指
定して、[Apply] をクリックします。
次の証明書に関するファイルが NMSROOT¥MDC¥Apache¥conf¥ssl ディレクトリに生成されます。

• server.key
• server.crt
• server.pk8
• server.csr
• openssl.conf
• chain.cer
使用しているクラスタが 1 つの場合、以降の操作は不要です。ただし、各クラスタの複数サーバでデュ
アル地域クラスタ コンフィギュレーションを使用している場合、上記の証明書に関するファイルをク
ラスタ内の各サーバ上の共有されず、レプリケーションされていないローカル ディレクトリにコピー
する必要があります。セカンダリ クラスタに対して同じ手順を実行する必要があります。ただし、こ
のときはセカンダリ クラスタの仮想 IP アドレスまたは仮想ホスト名を指定します。CSManager リ
ソースを定義する場合、CertificateDir 属性の選択された共有されず、レプリケーションされていない
ローカル ディレクトリを指定します。フェールオーバー後、アプリケーションを起動する前に、適切
な作業ディレクトリに証明書ファイルが自動的にコピーされます。

Security Manager の手動での起動、終了、またはフェール
オーバー
HA/DR 以外のコンフィギュレーションでは、通常、Windows Services アプリケーションまたはコマン
ドラインでそれに相当する net start および net stop を使用して、Security Manager を起動および終了
します。ただし、HA/DR コンフィギュレーションでは、この方法を使用しないでください。 HA/DR
コンフィギュレーションでは、Security Manager の起動および終了のための専用スクリプトが提供さ
れます。別のサーバで Security Manager を起動する場合、これらのスクリプトで、必要な追加手順を
実行します。これらのスクリプトやその他のスクリプトによって、VCS 用の Security Manager エー
ジェントが作成されます。このエージェントによって、VCS で Security Manager を制御および監視で
きます。VCS を使用しない場合、これらのスクリプトを使用して、手動で Security Manager を起動お
よび終了できます。
この項は、次の内容で構成されています。

• 「VCS の場合」（P.4-4）
• 「VCS 以外の場合」（P.4-4）
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VCS の場合
VCS を使用する場合、VCS のコントロールを使用して Security Manager サービス グループ（APP）
を手動で起動、終了、またはフェールオーバーする必要があります。VCS の用語では、起動と終了が
それぞれ、オンラインとオフラインと呼ばれます。VCS の GUI または VCS のコマンドライン イン
ターフェイスを使用して、Security Manager サービス グループをオンラインにしたり、オフラインに
したり、フェールオーバーしたりできます。付録 B の 「ハイ アベイラビリティおよび障害回復保証テ
スト プラン」（P.B-1）に、このような操作の実行例を説明します。

注意

VCS 以外（net stop の使用など）から手動で Security Manager を終了する場合、VCS ではこれを
アプリケーションの障害と認識し、回復を開始しようとします。

VCS 以外の場合
VCS を使用しない場合は、Security Manager で提供される online および offline スクリプトを使用し
て、Security Manager を起動および終了できます。これらのスクリプトは、次の場所にあります。
$NMSROOT¥MDC¥athena¥ha¥agent（32 ビット オペレーティング システムの場合）
$NMSROOT¥MDC¥athena¥ha¥agent¥64agent（64 ビット オペレーティング システムの場合）
online スクリプトの構文は、Windows Server 2003 と Windows Server 2008 で異なっています。
Windows Server 2003 の構文：
perl online.pl CSManager <PathName> <EventIPAddress> [<CertificateDir>|regen]

次の例を参考にしてください。
perl online.pl CSManager F:¥Progra~1¥CSCOpx 10.76.10.238

Windows Server 2008 の構文：
perl online.pl CSManager PathName 1 <PathName>
[ CertificateDir 1 <CertificateDir>|regen ]

EventIPAddress 1 <EventIPAddress>

次の例を参考にしてください。
perl online.pl CSManager PathName 1 F:¥Progra~1¥CSCOpx EventIPAddress 1 10.76.10.238

（注）

Windows Server 2008 では、[Command Prompt] を開いたときに、[Run as administrator] を
選択する必要があります。

構文

説明

<PathName>

Security Manager のインストール パス（たとえば、「F:¥Program
Files¥CSCOpx」）。インストール パスにスペースが含まれる場合、引数を
引用符で囲みます。
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<EventIPAddress>
<CertificateDir>

Security Manager アプリケーションでクライアント / サーバおよびサーバ /
デバイスの通信に使用する IP アドレス。
オプション。SSL 証明書ファイルの保存先となる、非共有のレプリケー
ションされていないローカル ディレクトリを指定できます。指定される場
合、スクリプトによって、これらのファイルがアプリケーションによって
使用されるインストール ディレクトリの下の適切なディレクトリにコピー
されます。キーワード regen が使用される場合、このスクリプトでサーバ
のローカル ホスト名に基づいて SSL 証明書が再生成されます。このパラ
メータに使用される値に関係なく、サーバのホスト名が Security Manager
アプリケーション ファイルと一致する場合、証明書に対して行う処理はあ
りません。「SSL 用のセキュリティ証明書」（P.4-2）も参照してください。

offline スクリプトには Windows Server 2003 用および Windows Server 2008 用の複数の構文がありま
す。

Windows Server 2003 の構文：
perl offline.pl CSManager <PathName>

次の例を参考にしてください。
perl offline.pl CSManager F:¥Progra~1¥CSCOpx

Windows Server 2008 の構文：
perl offline.pl CSManager PathName 1 <PathName>

次の例を参考にしてください。
perl offline.pl CSManager PathName 1 F:¥Progra~1¥CSCOpx

（注）

Windows Server 2008 では、[Command Prompt] を開いたときに、[Run as administrator] を
選択する必要があります。

構文

説明

PathName

Security Manager のインストール パス（たとえば、「F:¥Program
Files¥CSCOpx」）。インストール パスにスペースが含まれる場合、引数を
引用符で囲みます。

簡単に使用するために、コンフィギュレーションに適した属性が含まれる online および offline のバッ
チ ファイル（たとえば、online.bat や offline.bat）を作成することもできます。
手動フェールオーバーを実行するには、VEA またはコマンド ラインを使用して、レプリケートされた
ボリューム グループ内でプライマリ ロールを転送できます。プライマリ サーバとセカンダリ サーバの
両方が機能している場合、プライマリ ロールをセカンダリに移行（レプリケーションの方向を効率的
に逆に）することができます。または、プライマリ サーバに障害が発生して使用できない場合、（高速
フェールバックの有無に関係なく）セカンダリ サーバにプライマリ ロールを引き継がせることができ
ます。詳細は、『Veritas Volume Replicator administrator's guide』を参照してください。
次に、2 台のサーバ間のレプリケーションを使用する障害回復コンフィギュレーションのための手動
フェールオーバー手順の概要を説明します。

Cisco Security Manager 4.0 ハイ アベイラビリティ インストレーション ガイド

4-5

第4章

メンテナンス作業

Cisco Secure ACS と Security Manager の統合

ステップ 1

offline.pl スクリプトを使用して、プライマリ サーバで Security Manager を終了します。

ステップ 2

プライマリ サーバの Security Manager に使用されるボリュームからドライブ文字の割り当てを解除し
ます。

ステップ 3

VEA の GUI を使用してプライマリ サーバからセカンダリ サーバに所有権を移行します。

ステップ 4

セカンダリ サーバの Security Manager に使用されるボリュームにドライブ文字を割り当てます。

ステップ 5

online.pl スクリプトを使用して、セカンダリ サーバで Security Manager を起動します。

（注）

最初にセカンダリ サーバに移行 / フェールオーバーする場合、casusers グループのファイルの権限を
アップグレードする必要があります。この操作は 1 回だけ行います。詳細については、「動作している
ボリュームに対する権限の更新」（P.3-14）を参照してください。

Cisco Secure ACS と Security Manager の統合
『Installation Guide for Cisco Security Manager』で説明しているように、Cisco Secure ACS を
Security Manager を統合して、Security Manager のユーザに高度な権限を付与できます。HA/DR コン
フィギュレーションで、ACS の AAA クライアントとして、コンフィギュレーションに含まれる各
Security Manager サーバを追加する必要があります。ACS でサーバを指定するときは、サーバの物理
ホスト名に関連付けられた固定 IP アドレスを指定します。

Security Manager と ACS の統合のために HA/DR コンフィギュレーションを使用する場合、複数の
ACS サーバを展開して、ACS がシングル ポイント障害となるのを防止する必要があります。ACS
サーバが 1 台のみで、障害が発生している場合、ACS を復元するか、または Security Manager サーバ
をリセットしてローカル認証を使用するための対策を行うことなく、Security Manager にログインす
ることはできません。ACS では、プライマリ ACS を複数のセカンダリ ACS とともに展開することが
サポートされます。この場合、セカンダリ ACS のプライマリ ACS との同期を維持するためにデータ
ベース レプリケーションが使用されます。Security Manager では、最大 3 つの ACS を指定することが
サポートされるため、最初の ACS が使用できない場合、2 番目の ACS を試行し、必要に応じて最後に
3 番目の ACS を試行します。

Security Manager のアップグレード
Security Manager のアップグレードは、さまざまな方法で行われます。
• メジャー リリース（リリースの最初の数字が変更される。たとえば、3.x から 4.x へ）
• マイナー リリース（リリースの 2 桁目の数字が変更される。たとえば、3.1 から 3.2 へ）
• メンテナンス リリース（リリースの 3 桁目の数字が変更される。たとえば、3.1 から 3.1.1 へ）
• サービス パック（サービス パックの識別子によって識別される。たとえば、Security Manager 3.1
の SP2）

HA/DR コンフィギュレーションで Security Manager をアップグレードする場合、主な違いは Security
Manager のアクティブ インスタンスでプライマリ サーバをアップグレードすることだけが必要か、ま
たは Security Manager をサーバ上で実行するために必要な正しいレジストリ設定を確立するために、
Security Manager のスペア コピーのみが存在しているセカンダリ サーバもアップグレードする必要が
あるかということです。アップグレードでレジストリが変更される場合、HA/DR コンフィギュレー
ションのすべてのサーバでアップグレードを実行する必要があります。通常、サービス パックはレジ
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ストリには影響しないため、プライマリ サーバにサービス パックをインストールするだけで十分です。
メジャー、マイナー、またはメンテナンス リリースの場合、通常、すべてのサーバをアップグレード
する必要があります。ただし、ガイドラインの例外を readme ファイルまたはリリース ノートで確認し
てください。
セカンダリ サーバをアップグレードする場合、Security Manager のスペア コピーを、コンフィギュ
レーション内のすべてのサーバで使用される標準の $NMSROOT（たとえば、F:¥Program
Files¥CSCOpx）のパスにマウントし、標準アップグレードをインストールする必要があります。これ
によって、セカンダリ サーバで、アップグレードされたバージョンの Security Manager を実行するた
めに、レジストリ設定が適切であることが保証されます。
アップグレードする前に、すべてのサーバで VCS を終了します（クラスタ内の任意のサーバで hastop
-all -force を使用して、クラスタ内のすべてのサーバで VCS を終了し、アプリケーションとそのリ
ソースの動作を停止する）。すべてのサーバでアップグレードを実行し、コンフィギュレーションでレ
プリケーションを使用する場合、アップグレード中にレプリケーションを一時停止するか、終了し、
アップグレードの完了後にセカンダリ サーバを同期します。

Security Manager のバックアップ
Security Manager の HA/DR 導入コンフィギュレーションによって、Security Manager を定期的にバッ
クアップする必要性が変わることはありません。 HA/DR コンフィギュレーションによって、ハード
ウェアの障害が原因のデータ損失またはアプリケーションのダウンタイムから保護されますが、
Security Manager で維持されている重要な情報が誤って、または悪意に基づいて変更または削除され
ることからは保護されません。したがって、Security Manager のデータベースおよび情報ファイルの
バックアップを継続する必要があり、Security Manager のバックアップ機能を使用できます。
バックアップする必要があるのは Security Manager のプライマリ アクティブ インスタンスのみで、セ
カンダリ サーバに関連付けられたスペア インスタンスのバックアップは不要です。Security Manager
は、HA/DR コンフィギュレーション内のサーバまたは互換性のある Security Manager アプリケーショ
ンがインストールされているサーバに復元できます。

Security Manager のアンインストール
HA/DR コンフィギュレーション内のすべてのサーバから Security Manager をアンインストールするに
は、次の手順に従います。
ステップ 1

プライマリ クラスタのプライマリ サーバ上で Security Manager が動作していることを確認します。

ステップ 2

Cluster Explorer を使用して、[APP_CSManager] リソースを右クリックし、[critical] チェックボック
スをオフにします。read/write モードに切り替えるプロンプトが表示される場合、このダイアログ ボッ
クスが表示されたら、[Yes] をクリックします。

ステップ 3

[APP_CSManager] リソースを右クリックし、プライマリ サーバで [Offline] を選択します。
Security Manager がオフラインになるのを待ちます。

ステップ 4

[APP_CSManager] リソースを削除し、VCS 設定を保存します。

ステップ 5

レプリケーションを使用している場合、VEA の GUI を使用してレプリケーションを終了します。

ステップ 6

プライマリ サーバで Security Manager をアンインストールするには、[Start] > [All Programs] >
[Cisco Security Manager] > [Uninstall Security Manager] を選択します。

ステップ 7

セカンダリ サーバで、cscopx_spare ボリュームが含まれるディスク グループのインポートが完了して
いない場合は、VEA の GUI またはコマンド ラインを使用してインポートします。
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メンテナンス作業

非 HA Security Manager の HA への移行

ステップ 8

VEA の GUI を使用して、cscopx_spare ボリュームに選択したドライブ文字を割り当てます。

ステップ 9

プライマリ サーバで Security Manager をアンインストールするには、[Start] > [All Programs] >
[Cisco Security Manager] > [Uninstall Security Manager] を選択します。

ステップ 10

その他のセカンダリ サーバまたはセカンダリ クラスタ内のプライマリ サーバで、ステップ 7 ～ 9 を繰
り返します。

（注）

Security Manager を再インストールする予定がなく、レプリケーションを使用している場合は、
Security Manager および Replicated Volume Group に関連付けられた VCS 内のサービス グループも削
除する必要があります。また、不要なボリュームやディスク グループも削除する必要があります。

非 HA Security Manager の HA への移行
通常の HA 以外のコンフィギュレーションで既存の Security Manager をインストールした場合につい
て、ここで HA コンフィギュレーションにインスタンスを移行する方法について説明します。移行を実
行するには、次の手順を使用します。
ステップ 1

『User Guide for CiscoWorks Common Services 3.2』で説明しているように、既存の Security Manager
インスタンスのバックアップを実行します。次の URL にある「Configuring the Server」の章の
「Backing Up Data 」の項を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/net_mgmt/ciscoworks_common_services_software/3.2/user/guide/a
dmin.html

ステップ 2

このマニュアルで説明しているように、必要な Security Manager の HA または DR の導入環境を作成
します。

ステップ 3

『User Guide for CiscoWorks Common Services 3.2』で説明しているように、元の Security Manager イ
ンスタンスから作成したバックアップを、HA または DR の導入環境のプライマリ サーバに復元しま
す。上記のリンク先の「Restoring Data」を参照してください。

ステップ 4

セカンダリ サーバのレジストリ内のデータベースのパスワードを、プライマリ サーバのパスワードと
手動で同期します。プライマリ サーバで、レジストリ エディタを使用して（[Start] > [Run] >
[regedit] ）、HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥OBDC¥OBDC.INI の下のフォルダ cmf、
vms、rmeng、および aus の下で CWEPWD レジストリ エントリの値を検索し、メモしてください。セ
カンダリ マシンの CWEPWD レジストリ値をプライマリ マシンの値に合わせて編集します。
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参照コンフィギュレーション用の VCS リソー
ス ビュー
ここでは、このマニュアルに記載されている HA/DR Security Manager コンフィギュレーションに対応
する Veritas Cluster Server（VCS）リソース グループ ビューとサービス グループ ビューに関する情報
について説明します。図 A-1 から図 A-5 に、サービス グループ内のリソース間の依存関係またはサー
ビス グループ間の依存関係を示します。これらの図では、2 つのリソース間の線は依存関係または親子
関係を示します。リソース依存関係によって、リソースがオンラインになり、オフラインになる順序が
指定されます。フェールオーバーでは、図の先頭に最も近い場所にあるリソースがオフラインになって
から、このリソースにリンクしているリソースがオフラインになります。これと同様に、図の一番下に
最も近い場所にあるリソースがオンラインになってから、このリソースにリンクしているリソースがオ
ンラインになります。他のリソースに依存するリソースは親リソースです。図では、親リソース アイ
コンは、その下にある子リソース アイコンにリンクしています。
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付録 A

参照コンフィギュレーション用の VCS リソース ビュー

単一のローカル クラスタ（デュアルノード）コンフィギュレーション

単一のローカル クラスタ（デュアルノード）コンフィギュ
レーション
図 A-1 は、クラスタ内に 2 台のサーバがある単一クラスタの Veritas Cluster Server（VCS）リソース
ビューを示しています。
図 A-1

リソース ビュー：APP グループ（単一クラスタ、デュアル ノード）

IP
APP_IP

MountV
APP_MountV

NIC
NIC

VMDg
datadg
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CSManager
APP_CSManager

付録 A

参照コンフィギュレーション用の VCS リソース ビュー
デュアル地域クラスタ（単一ノード）コンフィギュレーション

デュアル地域クラスタ（単一ノード）コンフィギュレー
ション
図 A-2 から図 A-5 に、クラスタ内に 1 台のサーバがあるデュアル クラスタ コンフィギュレーションの
Veritas Cluster Server（VCS）リソース ビューを示します。
図 A-2

リソース ビュー：APP グループ（デュアル クラスタ、単一ノード）

IP
APP_IP

MountV
APP_MountV

ࡊࡠࠠࠪ
APP_NIC_Proxy

RVGPrimary
APP_RVGPrimary

図 A-3

159907

CSManager
APP_CSManager

リソース ビュー：APPrep グループ（デュアル クラスタ、単一ノード）

VvrRvg
APP_RVG

ࡊࡠࠠࠪ
VVR_NIC_Proxy

VMDg
datadg

159908

IP
VVR_IP
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付録 A

参照コンフィギュレーション用の VCS リソース ビュー

デュアル地域クラスタ（単一ノード）コンフィギュレーション

図 A-4

リソース ビュー：ClusterService グループ（デュアル クラスタ、単一ノード）

ࡊࡠࠬ
wac

NIC
NIC

図 A-5

159909

IP
VCS_IP

サービス グループ ビュー（デュアル クラスタ、単一ノード）

APP

ClusterService

ࠝࡦࠗࡦ ࡠࠞ࡞ ࡓࠔࡈޔ

159910

APPrep
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B

ハイ アベイラビリティおよび障害回復保証
テスト プラン
HA/DR 保証テスト プランでは、Security Manager アプリケーションのアベイラビリティが高く、さま
ざまなハードウェア障害とソフトウェア障害に対応できることを検証します。テスト プランは、サー
バ間のアプリケーションを手動で切り替えるなどのメンテナンス アクティビティでも有効です。

（注）

Security Manager クライアント セッションでは、アプリケーションのフェールオーバー後にアクティ
ブ ユーザが再びログインする必要があります。この動作は、サーバで実行される Security Manager
サービスを停止して開始することと同じことです。
次の事例カテゴリはこのマニュアルの付録に記載されています。

• 「手動切り替え」（P.B-1）
• 「イーサネット / ネットワーク障害」（P.B-3）
• 「サーバ障害」（P.B-10）
• 「アプリケーション障害」（P.B-16）

手動切り替え
ここでは 2 つの異なるタイプの手動切り替えを説明しています。 2 台のサーバを備えた単一クラスタで
は、クラスタ内の 2 台のサーバ間での切り替え（クラスタ内切り替え）ができます。個々のクラスタに
1 台のサーバを備えたデュアル クラスタ構成では、クラスタ間での切り替え（クラスタ間切り替え）が
できます。
ここでは、次の内容について説明します。

• 「クラスタ内切り替え」（P.B-1）
• 「クラスタ間切り替え」（P.B-2）

クラスタ内切り替え
事例タイトル：クラスタ内でのアプリケーションの手動切り替え
説明：アプリケーションを、VCS を使用する同じクラスタ内の別のサーバへ手動で切り替えます。
テスト セットアップ：単一クラスタ コンフィギュレーションでのデュアル ノード クラスタ（図 1-1
（P.12））。
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付録 B

ハイ アベイラビリティおよび障害回復保証テスト プラン

手動切り替え

ステップ 1

APP サービス グループがプライマリ サーバで実行されているかどうか確認します。VCS Cluster
Explorer で、[APP] サービス グループを選択します。ショートカット メニューから、[Switch To] を選
択し、セカンダリ サーバを選択します。あるいは、次のコマンドを実行します。
C:¥> hagrp -switch APP -to secondary_server_name

ステップ 2

APP サービス グループのリソース ビューで、このサービス グループにあるリソースがプライマリ
サーバでオフラインになり、次にセカンダリ サーバでオンラインになるのを確認します。または次の
コマンドを実行して、APP サービス グループの状況を観察します。
C:¥> hagrp -state APP

ステップ 3

クライアント マシンで、[login] ダイアログボックスの [Server Name] フィールドで、仮想ホスト名ま
たは IP アドレスを使用して Security Manager クライアントを起動します。アプリケーションに正常に
ログインできることを確認します。

クラスタ間切り替え
事例タイトル：クラスタ間の手動によるアプリケーション切り替え
説明：アプリケーションを、VCS を使用する別のクラスタ内のサーバへ手動で切り替えます。
テスト セットアップ：各クラスタに単一サーバを備えた 図 1-2（P.14）で示すデュアル クラスタ コン
フィギュレーション。
ステップ 1

VCS Cluster Explorer で、[APP] サービス グループを選択します。ショートカット メニューで [Switch
To] を選択してから [Remote Switch(...)] を選択し、[Switch global] ダイアログボックスを開きます。
このダイアログボックスで、リモート クラスタを指定し、必要に応じてリモート クラスタでの特定の
サーバを指定します。あるいは、次のコマンドを実行します。
C:¥> hagrp -switch APP -any -clus secondary_cluster_name

ステップ 2

APP サービス グループのリソース ビューで、このサービス グループにあるリソースがプライマリ ク
ラスタでオフラインになるのを確認します。ツリー内のクラスタ ノードを選択し、[Remote Cluster
Status] ビューを使用して APP サービス グループがリモート クラスタでオンラインになることを確認
します。または次のコマンドを実行して、 APP サービス グループの状況を観察します。
C:¥> hagrp -state APP
#Group
Attribute
APP
State
APP
State

System
csm_primary:<Primary Server>
localclus:<Secondary Server>

ステップ 3

クライアント マシンで、[Login] ダイアログボックスの [Server Name] フィールドで、セカンダリ クラ
スタで使用されている適切なホスト名またはアプリケーションの IP アドレスを入力して Security
Manager クライアントを起動します。アプリケーションに正常にログインできることを確認します。

ステップ 4

Security Manager からログアウトし、VCS Cluster Explorer または次のコマンドを使用して、APP
サービス グループをプライマリ クラスタに切り替えます。
C:¥> hagrp -switch APP -any -clus primary_cluster_name
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|OFFLINE|
|ONLINE|

付録 B

ハイ アベイラビリティおよび障害回復保証テスト プラン
イーサネット / ネットワーク障害

イーサネット / ネットワーク障害
HA/DR コンフィギュレーションには、2 つのタイプのサーバ イーサネット接続があります。最初のタ
イプは、ネットワーク通信に使用されるイーサネット接続（パブリック インターフェイス）で、2 番目
のタイプは、クラスタ内通信専用として使用されるイーサネット インターフェイス（専用インター
フェイス）です。ここでは、イーサネット インターフェイスの個々のタイプに関する障害事例を説明
します。
• 「ネットワーク通信障害」（P.B-3）
• 「クラスタの通信障害」（P.B-8）

ネットワーク通信障害
ここでは、VCS がネットワーク通信に使用されるネットワーク イーサネット ポートの障害を検出でき
るかどうかの検証に使用されるテストについて説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「セカンダリ サーバ、単一クラスタでのネットワーク イーサネット障害」（P.B-3）
• 「プライマリ サーバ、単一クラスタでのネットワーク イーサネット障害」（P.B-4）
• 「セカンダリ サーバ、デュアル クラスタでのネットワーク イーサネット障害」（P.B-5）
• 「プライマリ サーバ、デュアル クラスタでのネットワーク イーサネット障害」（P.B-7）

セカンダリ サーバ、単一クラスタでのネットワーク イーサネット障害
事例タイトル：単一クラスタ コンフィギュレーションでのセカンダリ サーバ上のネットワーク イーサ
ネット接続で障害が発生します。

説明：この事例は、VCS がセカンダリ サーバ上のネットワーク イーサネット ポートでの障害を検出
し、次にこの障害が復旧してから回復できることを検証します。

テスト セットアップ：サーバ単位で単一ネットワーク接続を備えた単一クラスタ コンフィギュレー
ションでのデュアル ノード クラスタ（図 1-1（P.12））。
ステップ 1

アプリケーションがプライマリ サーバで実行されていることを確認します。

ステップ 2

クライアント マシンからアプリケーションにログインします。

ステップ 3

セカンダリ サーバ上のネットワーク ポートからイーサネット ケーブルを取り外し、スイッチ ネット
ワーク / ルータ ネットワークとの通信からサーバを切断します。VCS がネットワーク ポート障害を検
出するまで 60 秒以上待ちます。次のコマンドを実行して、 VCS がセカンダリ サーバ上で NIC リソー
スの障害を検出することを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
--B
B

GROUP STATE
Group
APP
APP

State
RUNNING
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<SecondaryServer>

-- RESOURCES FAILED
-- Group
Type
C APP
NIC

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

Resource
NIC

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
OFFLINE|FAULTED

System
<SecondaryServer>
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ハイ アベイラビリティおよび障害回復保証テスト プラン

イーサネット / ネットワーク障害

ステップ 4

セカンダリ サーバ上のネットワーク ポートでイーサネット ケーブルを元に戻します。次のコマンドを
実行して、障害の解消を VCS が検出することを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
--B
B

GROUP STATE
Group
APP
APP

State
RUNNING
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<SecondaryServer>

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
OFFLINE

プライマリ サーバ、単一クラスタでのネットワーク イーサネット障害
事例タイトル：単一クラスタ コンフィギュレーションでのプライマリ サーバ上のネットワーク イーサ
ネット接続で障害が発生します。

説明：この事例は、VCS がプライマリ サーバのネットワーク イーサネット ポートでの障害を検出し、
自動的にアプリケーションをセカンダリ サーバへ切り替えることを検証します。問題が修正されると、
アプリケーションを手動でプライマリ サーバに戻すことができます。

テスト セットアップ：各サーバに単一ネットワーク接続を備えたデュアル ノード クラスタ（図 2-2
（P.23））。
ステップ 1

アプリケーションがプライマリ サーバで実行されていることを確認します。

ステップ 2

プライマリ サーバ上のネットワーク ポートからイーサネット ケーブルを取り外し、スイッチ ネット
ワーク / ルータ ネットワークとの通信からサーバを切断します。VCS が NIC リソースの障害を検出し、
APP サービス グループをセカンダリ サーバに自動的に切り替えることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
--B
B

GROUP STATE
Group
APP
APP

--C
C

RESOURCES FAILED
Group
Type
APP
NIC
APP
IP

State
RUNNING
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<SecondaryServer>

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

Resource
NIC
APP_IP

State
OFFLINE|FAULTED
ONLINE

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

ステップ 3

アプリケーションがセカンダリ サーバ上で実行されている間に、このアプリケーションにログインで
きることを確認します。

ステップ 4

プライマリ サーバのネットワーク ポートにイーサネット ケーブルを取り付け、プライマリ サーバ上の
障害が発生している IP リソースを手動で解消します。
C:¥> hares -clear APP_IP -sys primary_server_name
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AutoDisabled
N
N

付録 B

ハイ アベイラビリティおよび障害回復保証テスト プラン
イーサネット / ネットワーク障害

ステップ 5

APP サービス グループを手動でプライマリ サーバに戻します。
C:¥> hagrp -switch APP -to primary_server_name

セカンダリ サーバ、デュアル クラスタでのネットワーク イーサネット障害
事例タイトル：デュアル クラスタ コンフィギュレーションでのセカンダリ サーバ上のネットワーク
イーサネット接続で障害が発生します。

説明：この事例は、VCS がネットワーク イーサネット ポート上で障害を検出し、次にこの障害が復旧
してから回復できることを検証します。
テスト セットアップ：各クラスタ内に単一ノードを備え、各サーバに単一イーサネット ネットワーク
接続を備えたデュアル クラスタ コンフィギュレーション（図 1-2（P.14））。
ステップ 1

APP サービス グループがプライマリ クラスタ / プライマリ サーバで実行されているかどうか確認しま
す。

ステップ 2
ステップ 3

クライアント マシンから Security Manager にログインします。
セカンダリ クラスタで、サーバ上のネットワーク ポートからイーサネット ケーブルを取り外します。
これにより、スイッチ ネットワーク / ルータ ネットワークとの通信からサーバが切り離され、レプリ
ケーションが中断します。次のコマンドを実行して、プライマリ サーバからレプリケーションが中断
（切断）されたことを確認します。
C:¥> vxprint -Pl
Diskgroup = datadg
Rlink
info

state
assoc

protocol
flags

ステップ 4

: rlk_172_6037
: timeout=500 packet_size=1400
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=off
: rvg=CSM_RVG
remote_host=172.25.84.34
remote_dg=datadg
remote_rlink=rlk_172_32481
local_host=172.25.84.33
: UDP/IP
: write attached consistent disconnected

プライマリ サーバから次のコマンドを実行して、セカンダリ クラスタとの通信が失われたことを確認
します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

State
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N

State
ONLINE
ONLINE
ONLINE

State
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L

Icmp

csm_secondary

ALIVE

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_secondary
LOST_CONN
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
N csm_secondary:<SecondaryServer>

State
RUNNING

-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
O APP csm_secondary:<SecondaryServer>

ステップ 5

Frozen
0

Probed
Y

AutoDisabled
N

State
OFFLINE

ネットワーク イーサネット ケーブルをセカンダリ サーバに取り付け直し、レプリケーションが再開さ
れたことを確認します。
C:¥> vxprint -Pl
Diskgroup = datadg
Rlink
info

state
assoc

protocol
flags

ステップ 6

: rlk_172_6037
: timeout=29 packet_size=1400
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=off
: rvg=CSM_RVG
remote_host=172.25.84.34
remote_dg=datadg
remote_rlink=rlk_172_32481
local_host=172.25.84.33
: UDP/IP
: write attached consistent connected

セカンダリ クラスタへの通信が復元されていることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
-- GROUP STATE
-- Group
B APP
B APPrep
B ClusterService

State
RUNNING

Frozen
0

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

Probed
Y
Y
Y

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_secondary

AutoDisabled
N
N
N

State
ONLINE
ONLINE
ONLINE

State
ALIVE

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_secondary
RUNNING
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
N csm_secondary:<SecondaryServer>

State
RUNNING

-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
O APP csm_secondary:<SecondaryServer>

Probed
Y
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ステップ 7

レプリケーションが回復されていない場合は、IP リソースに障害がある場合はこれを手動で解消し、
次のようにセカンダリ側で APPrep サービス グループを開始します。
C:¥> hares -clear APP_IP
C:¥> hagrp -online APPrep -sys secondary_server_name

プライマリ サーバ、デュアル クラスタでのネットワーク イーサネット障害
事例タイトル：プライマリ サーバ上のネットワーク イーサネット接続で障害が発生します。
説明：この事例は、VCS がプライマリ サーバのネットワーク イーサネット ポートでの障害を検出し、
セカンダリ サーバでアプリケーションを開始することにより回復できることを検証します。イーサ
ネット接続の復元後、手動で元のプライマリ サーバにフェールオーバーできます。セカンダリ サーバ
での実行中に行われたデータの変更はすべて保持されます。

テスト セットアップ：各サーバに単一ノードを備えたデュアル クラスタ コンフィギュレーション
（図 1-2（P.14））。
ステップ 1

APP サービス グループがプライマリ クラスタで実行されているかどうか確認します。

ステップ 2

プライマリ クラスタ内のサーバ上のポートからネットワーク イーサネット ケーブルを取り外し、ス
イッチ ネットワーク / ルータ ネットワークとの通信からサーバを切断します。VCS は、これを IP リ
ソースおよび NIC リソースの障害として検出するはずです。VCS が障害を検出し、APP サービス グ
ループを停止したことを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>

State
RUNNING

--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

--C
C

RESOURCES FAILED
Group
Type
APPrep
IP
APPrep
NIC

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_secondary

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N

Resource
APP_IP
NIC

State
OFFLINE
OFFLINE|FAULTED
ONLINE

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

State
DOWN

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_secondary
FAULTED
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
State
N csm_secondary:<SecondaryServer> FAULTED

Frozen

-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
Probed
O APP
csm_secondary:<SecondaryServer> Y

0

AutoDisabled
N

State
OFFLINE
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ステップ 3

セカンダリ サーバで次のコマンドを使用して、セカンダリ クラスタで APP サービス グループを開始
します。
C:¥> hagrp -online -force APP -sys secondary_server_name

ステップ 4

クライアント マシンから Security Manager にログインして、稼動中であることを確認します。一部の
データを変更し、プライマリ サーバに戻しても変更が保持されていることを確認します。

ステップ 5

プライマリ クラスタ サーバにネットワーク イーサネット ケーブルを再接続します。

ステップ 6

IP リソースに障害があればこれを解消し、プライマリ サーバから APPrep サービスを有効にします。
C:¥> hares -clear APP_IP
C:¥> hagrp -online APPrep -sys primary_server_name

ステップ 7

元のプライマリ RVG をセカンダリに変換し、高速フェールバック機能を使用して、元のプライマリ
RVG 内のデータ ボリュームと新しいプライマリ RVG 内のデータ ボリュームを同期します。セカンダ
リ クラスタの Cluster Explorer を使用して、RVGPrimary リソース（[APP_RVGPrimary]）を右クリッ
クし、[actions] を選択し、[Actions] ダイアログボックスから [fbsync] を選択して、次に [OK] をク
リックします。あるいは、次のコマンドを実行することもできます。
C:¥> hares -action APP_RVGPrimary fbsync 0 -sys secondary_server_name

ステップ 8

セカンダリ クラスタで VCS Cluster Explorer を使用して、[APP] サービス グループを選択します。
ショートカット メニューで [Switch To] を選択してから [Remote Switch(...)] を選択し、[Switch
global] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、プライマリ クラスタとプライマ
リ サーバを指定します。あるいは、次のコマンドを実行します。
C:¥> hagrp -switch APP -any -clus primarycluster

ステップ 9

アプリケーションにログインして、セカンダリ サーバで行った変更が保持されたことを確認します。

クラスタの通信障害
事例タイトル：クラスタ通信に使用するイーサネットで障害が発生します。
説明：クラスタ内通信用のクラスタ内のサーバ間で使用される専用イーサネット接続で障害が発生しま
す。このテストでは、3 つの冗長通信パスのうち 2 つまでが失われた場合でも、クラスタ通信が機能し
続けることを検証します。

テスト セットアップ：単一クラスタ コンフィギュレーションにおいて、2 つの専用クラスタ通信イー
サネット接続と、ネットワーク イーサネット接続に設定されるプライオリティの低いクラスタ通信接
続を備えたデュアル ノード クラスタ（図 1-1（P.12））。

（注）

ステップ 1

（注）

この事例で指定されたコマンドに加えて、ツリーのルート ノードと [System Connectivity] タブを選択
することで、Cluster Explorer からクラスタ通信の状況を監視できます。

次のコマンドを実行して、すべてのシステムが GAB を介して通信していることを確認します。

Group Membership Services/Atomic Broadcast（GAB）は、クラスタ メンバーシップおよびクラスタ
通信を管理する VCS プロトコルです。
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# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
e8cc02 membership 01
Port h gen
e8cc01 membership 01

ステップ 2

プライマリ サーバ上のクラスタ通信で使用される最初の専用イーサネット ポートから、イーサネット
ケーブルを取り外します。

ステップ 3

次のコマンドを実行して、クラスタ通信で使用されるリンクの詳細状況を表示し、最初の専用クラスタ
通信ポートがダウンしていることを確認します。

（注）

出力中のアスタリスク（*）は、コマンドが実行されるサーバを示します。コマンドが実行されるサー
バでは、ポートのうち 1 つ以上が物理的に切断されていても、常にサーバのリンクが機能していると表
示されます。
# lltstat -nvv
LLT node information:
Node
State
Link
* 0 <PrimaryServer>
OPEN

Status

Address

Adapter0
Adapter1
Adapter2

UP
UP
UP

00:14:5E:28:52:9C
00:14:5E:28:52:9D
00:0E:0C:9C:20:FE

Adapter0
Adapter1
Adapter2

DOWN
UP
UP

00:14:5E:28:27:17
00:0E:0C:9C:21:C2

1 <SecondaryServer> OPEN

...

ステップ 4

優先順位の低いハートビート リンクをネットワーク インターフェイス上に設定した場合、プライマリ
サーバ上のクラスタ通信で使用される 2 番目の専用イーサネット ポートからイーサネット ケーブルを
取り外します。

ステップ 5

次のコマンドを実行して、すべてのシステムが GAB を介して通信していることを確認します。各サー
バではハートビートが 1 つしか動作していないため、クラスタ内の両方のサーバが Jeopardy 状態と
なったことも確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
e8cc02 membership 01
Port a gen
e8cc02
jeopardy ;1
Port h gen
e8cc01 membership 01
Port h gen
e8cc01
jeopardy ;1

ステップ 6

次のコマンドを実行して、クラスタ通信に使用されるリンクの詳細状況を表示し、プライマリ サーバ
上にあるクラスタ通信用の 2 番目の専用イーサネット ポートがダウンしていることを確認します。
# lltstat -nvv
LLT node information:
Node
State
Link
* 0 <PrimaryServer>
OPEN

Status

Address

Adapter0
Adapter1
Adapter2

UP
UP
UP

00:14:5E:28:52:9C
00:14:5E:28:52:9D
00:0E:0C:9C:20:FE

Adapter0
Adapter1
Adapter2

DOWN
UP
DOWN

00:14:5E:28:27:17

1 <SecondaryServer> OPEN
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ステップ 7

プライマリ サーバ上にあるクラスタ通信用の 2 番目の専用イーサネット ポートでイーサネット ケーブ
ルを交換します。

ステップ 8

次のコマンドを実行して、Jeopardy 状態が解消したことを確認します。
# gabconfig -a
GAB Port Memberships
===============================================================
Port a gen
e8cc02 membership 01
Port h gen
e8cc01 membership 01

ステップ 9

プライマリ サーバ上にあるクラスタ通信用の最初の専用イーサネット ポートに、イーサネット ケーブ
ルを再び取り付けます。

サーバ障害
ここでは、障害を発生させるためにサーバの電源を切断することによりサーバ障害が発生するケースに
ついて説明します。次の 4 つのケースについて説明します。

• 「スタンバイ サーバの障害、単一クラスタ」（P.B-10）
• 「プライマリ サーバの障害、単一クラスタ」（P.B-11）
• 「スタンバイ サーバの障害、デュアル クラスタ」（P.B-12）
• 「プライマリ サーバの障害、デュアル クラスタ」（P.B-14）

スタンバイ サーバの障害、単一クラスタ
事例タイトル：単一クラスタ コンフィギュレーション内のスタンバイ サーバで障害が発生します。
説明：この事例は、プライマリ サーバで実行中のアプリケーションは影響されず、スタンバイ サーバ
が復旧した後に、アプリケーションがクラスタ コンフィギュレーションに正常に復帰できることを確
認します。

テスト セットアップ：2 つの専用クラスタ通信イーサネット接続と、ネットワーク イーサネット接続
でのプライオリティの低いクラスタ通信接続を備えたデュアル ノード クラスタ（図 2-2（P.23））。
ステップ 1

アプリケーションがクラスタ内のプライマリ サーバで実行されていることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
--B
B

GROUP STATE
Group
APP
APP

State
RUNNING
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<SecondaryServer>

Frozen
0
0

Probed
Y
Y
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ステップ 2

セカンダリ サーバの電源を切り、VCS が障害を検出し、アプリケーションがプライマリ サーバで動作
し続けることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
-- GROUP STATE
-- Group
B APP

ステップ 3

State
RUNNING
FAULTED

System
<PrimaryServer>

Frozen
0
0

Probed
Y

AutoDisabled
N

State
ONLINE

電源を再び入れて、セカンダリ サーバを起動します。サーバの回復後、次のコマンドを実行して、
サーバがクラスタに正常な状態で復帰したことを確認します。出力は、ステップ 1 の出力と同じにな
るはずです。
C:¥> hastatus -sum

プライマリ サーバの障害、単一クラスタ
事例タイトル：単一クラスタ コンフィギュレーション内のプライマリ サーバで障害が発生します。
説明：この事例は、プライマリ サーバで障害が発生した場合、アプリケーションはセカンダリ サーバ
での実行を開始し、プライマリ サーバの復元後、アプリケーションがプライマリ サーバで再確立でき
ることを検証します。

テスト セットアップ：デュアル ノード クラスタ（図 1-1（P.12））。
ステップ 1

次のコマンドの出力を確認することにより、APP サービス グループがクラスタ内のプライマリ サーバ
で実行中であることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
--B
B

ステップ 2

GROUP STATE
Group
APP
APP

State
RUNNING
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<SecondaryServer>

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
OFFLINE

プライマリ サーバの電源を切り、VCS が障害を検出し、APP サービス グループが自動的にセカンダリ
サーバに移行することを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
-- GROUP STATE
-- Group
B APP

State
FAULTED
RUNNING

System
<SecondaryServer>

Frozen
0
0

Probed
Y

AutoDisabled
N

State
ONLINE
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ステップ 3

クライアント マシンから Security Manager に正常にログインできることを確認します。

ステップ 4

プライマリ サーバの電源を入れて、このサーバが正常な状態でクラスタに復帰できることを確認しま
す。次のコマンドを実行します。出力は、ステップ 1 の出力と同じになるはずです。
C:¥> hastatus -sum

ステップ 5

APP サービス グループを手動でプライマリ サーバに戻します。
C:¥> hagrp -switch APP -to primary_server_name

スタンバイ サーバの障害、デュアル クラスタ
事例タイトル：デュアル クラスタ コンフィギュレーション内のスタンバイ サーバで障害が発生しま
す。

説明：この事例は、プライマリ クラスタで実行されるアプリケーションはスタンバイ サーバの障害に
よる影響を受けず、スタンバイ サーバの復旧後、アプリケーションがデュアル クラスタ コンフィギュ
レーションに正常に復帰できることを確認します。

テスト セットアップ：各サーバに単一ノードを備えたデュアル クラスタ コンフィギュレーション（レ
プリケーションあり）（図 1-2（P.14））。
ステップ 1

次のコマンドをプライマリ サーバで実行して、APP サービス グループおよび ClusterService サービス
グループがプライマリ サーバで実行されていることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

State
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_secondary

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N

State
ONLINE
ONLINE
ONLINE

State
ALIVE

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_secondary
RUNNING
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
State
N csm_secondary:<SecondaryServer> RUNNING
-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
Probed
O APP
csm_secondary:<SecondaryServer> Y
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ステップ 2

セカンダリ サーバの電源を切り、プライマリ クラスタが、セカンダリ クラスタへの通信が切断された
ことを検出します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

State
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_secondary

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N

State
ONLINE
ONLINE
ONLINE

State
ALIVE

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_secondary
LOST_CONN
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
State
N csm_secondary:<SecondaryServer> RUNNING

Frozen
0

-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
Probed
O APP
csm_secondary:<SecondaryServer> Y

ステップ 3

AutoDisabled
N

State
OFFLINE

セカンダリ サーバの電源を入れます。サーバの再起動後、次のコマンドを実行して、プライマリ クラ
スタがセカンダリ クラスタとの通信を再確立したことを確認します。出力は、ステップ 1 の出力と同
じになるはずです。
C:¥> hastatus -sum

ステップ 4

次のコマンドを実行して、レプリケーションが動作中で一貫していることを確認します。
C:¥> vxprint -Pl
Diskgroup = BasicGroup
Diskgroup = datadg
Rlink
info

state
assoc

protocol
flags

: rlk_172_6037
: timeout=16 packet_size=1400
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=off
: rvg=CSM_RVG
remote_host=172.25.84.34
remote_dg=datadg
remote_rlink=rlk_172_32481
local_host=172.25.84.33
: UDP/IP
: write attached consistent connected
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プライマリ サーバの障害、デュアル クラスタ
事例タイトル：デュアル クラスタ コンフィギュレーション内のプライマリ サーバで障害が発生しま
す。

説明：この事例は、プライマリ サーバで障害が発生した場合、アプリケーションはセカンダリ サーバ
での実行を開始し、プライマリ サーバの復元後、アプリケーションがプライマリ サーバで再確立でき
ることを検証します。

テスト セットアップ：各サーバに単一ノードを備えたデュアル クラスタ コンフィギュレーション（レ
プリケーションあり）（図 1-2（P.14））。
ステップ 1

次のコマンドをセカンダリ サーバで実行して、APP サービス グループおよび ClusterService サービス
グループがプライマリ サーバで実行されていることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <SecondaryServer>
--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

State
RUNNING

System
<SecondaryServer>
<SecondaryServer>
<SecondaryServer>

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_primary

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N

State
OFFLINE
ONLINE
ONLINE

State
ALIVE

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_primary
RUNNING
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
State
N csm_primary:<PrimaryServer> RUNNING

Frozen
0

-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
Probed
O APP
csm_primary:<PrimaryServer> Y

ステップ 2

State
ONLINE

サーバ障害を発生させるためにプライマリ サーバの電源を切ります。セカンダリ クラスタがプライマ
リ クラスタへの接続の切断を報告したことを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <SecondaryServer>
--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

State
RUNNING

System
<SecondaryServer>
<SecondaryServer>
<SecondaryServer>

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_primary

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

State
ALIVE

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
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AutoDisabled
N

AutoDisabled
N
N
N

State
OFFLINE
ONLINE
ONLINE
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M

csm_primary

LOST_CONN

-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
State
N csm_primary:<PrimaryServer> RUNNING

Frozen
0

-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
Probed
O APP
csm_primary:<PrimaryServer> Y

ステップ 3

AutoDisabled
N

State
ONLINE

レプリケーションが切断状態であることを確認します。次のコマンドの出力に含まれる flags パラメー
タでこの状態を確認できます。
C:¥> vxprint -Pl
Diskgroup = BasicGroup
Diskgroup = datadg
Rlink
info

state
assoc

protocol
flags

ステップ 4

: rlk_172_32481
: timeout=500 packet_size=1400
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=off
: rvg=CSM_RVG
remote_host=172.25.84.33
remote_dg=datadg
remote_rlink=rlk_172_6037
local_host=172.25.84.34
: UDP/IP
: write attached consistent disconnected

次のコマンドを使用して、セカンダリ サーバでアプリケーションを開始します。
C:¥> hagrp -online -force APP -sys secondary_server_name

ステップ 5

アプリケーションにログインし、一部のデータを変更して、アプリケーションがセカンダリ サーバで
動作中に行われた変更が、プライマリ サーバに戻る際に保持されることを後から確認できるようにし
ます。

ステップ 6

プライマリ サーバの電源を入れ、サーバが完全に起動できるようにします。

ステップ 7

レプリケーションは接続しているが、2 つのサイドは同期を維持していないことを示すレプリケーショ
ンの状況を確認します。
C:¥> vxprint -Pl
Diskgroup = BasicGroup
Diskgroup = datadg
Rlink
info

state
assoc

protocol
flags

: rlk_172_32481
: timeout=500 packet_size=1400
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=off
: rvg=CSM_RVG
remote_host=172.25.84.33
remote_dg=datadg
remote_rlink=rlk_172_6037
local_host=172.25.84.34
: UDP/IP
: write attached consistent connected dcm_logging failback_logging
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ステップ 8

元のプライマリ RVG をセカンダリに変換し、高速フェールバック機能を使用して、元のプライマリ
RVG 内のデータ ボリュームと新しいプライマリ RVG 内のデータ ボリュームを同期します。セカンダ
リ クラスタの Cluster Explorer を使用して、RVGPrimary リソース（[APP_RVGPrimary]）を右クリッ
クし、[actions] を選択し、[Actions] ダイアログボックスから [fbsync] を選択して、次に [OK] をク
リックします。あるいは、次のコマンドを実行することもできます。
C:¥> hares -action APP_RVGPrimary fbsync 0 -sys secondary_server_name

ステップ 9

次のコマンドの出力の flags パラメータで、キーワード consistent を検索し、現在のセカンダリ（以前
のプライマリ）が、現在のプライマリ（以前のセカンダリ）との同期を維持していることを確認しま
す。
C:¥> vxprint -Pl
Diskgroup = BasicGroup
Diskgroup = datadg
Rlink
info

state
assoc

protocol
flags

ステップ 10

: rlk_172_32481
: timeout=29 packet_size=1400
latency_high_mark=10000 latency_low_mark=9950
bandwidth_limit=none
: state=ACTIVE
synchronous=off latencyprot=off srlprot=off
: rvg=CSM_RVG
remote_host=172.25.84.33
remote_dg=datadg
remote_rlink=rlk_172_6037
local_host=172.25.84.34
: UDP/IP
: write attached consistent connected

セカンダリ クラスタで VCS Cluster Explorer を使用して、[APP] サービス グループを選択します。
ショートカット メニューで [Switch To] を選択してから [Remote Switch(...)] を選択し、[Switch
global] ダイアログボックスを開きます。このダイアログボックスで、プライマリ クラスタとプライマ
リ サーバを指定します。あるいは、次のコマンドを実行します。ここで primarycluster はプライマリ
クラスタの名前です。
C:¥> hagrp -switch APP -any -clus primarycluster

ステップ 11

アプリケーションにログインして、セカンダリ サーバで行った変更が保持されたことを確認します。

アプリケーション障害
ここでは、Security Manager アプリケーションで障害が発生する事例について説明します。単一クラ
スタ コンフィギュレーションと、デュアル クラスタ コンフィギュレーションの 2 つのケースについて
説明します。ここでは、次の内容について説明します。

• 「アプリケーション障害、単一クラスタ」（P.B-16）
• 「アプリケーション障害、デュアル クラスタ」（P.B-17）

アプリケーション障害、単一クラスタ
事例タイトル：単一クラスタ コンフィギュレーションでのプライマリ サーバでアプリケーションに障
害が発生します。
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説明：この事例は、VCS がアプリケーション障害を検出し、VCS がアプリケーションをセカンダリ
サーバに自動的に移行することを検証します。

テスト セットアップ：デフォルトのアプリケーション フェールオーバーの動作を使用したデュアル
ノード クラスタ（図 1-1（P.12））。
ステップ 1

次のコマンドを実行することにより、APP サービス グループがクラスタ内のプライマリ サーバで実行
中であることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
--B
B

ステップ 2

GROUP STATE
Group
APP
APP

State
RUNNING
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<SecondaryServer>

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

State
ONLINE
OFFLINE

Security Manager が実行されているサーバで次のコマンドを実行して、アプリケーションを停止しま
す。
C:¥> net stop crmdmgtd

ステップ 3

VCS が、プライマリ サーバで Security Manager に障害が発生したことを検出し、アプリケーションを
セカンダリ サーバで開始することを確認します。
# hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
A <SecondaryServer>
--B
B

GROUP STATE
Group
APP
APP

State
RUNNING
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<SecondaryServer>

-- RESOURCES FAILED
-- Group
Type
C APP
CSManager

ステップ 4

Frozen
0
0

Probed
Y
Y

AutoDisabled
N
N

Resource
APP_CSManager

State
OFFLINE|FAULTED
ONLINE

System
<PrimaryServer>

APP サービス グループの障害を手動で解消します。
C:¥> hagrp -clear APP -sys primary_server_name

ステップ 5

APP サービス グループを手動でプライマリ サーバに戻します。
C:¥> hagrp -switch APP -to primary_server_name

アプリケーション障害、デュアル クラスタ
事例タイトル：デュアル クラスタ コンフィギュレーションでのプライマリ サーバでアプリケーション
に障害が発生します。
説明：この事例は、VCS がアプリケーション障害を検出することを検証します。
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テスト セットアップ：各サーバに単一ノードを備えたデュアル クラスタ コンフィギュレーション（レ
プリケーションあり）（図 1-2（P.14））。同様に、デフォルトのアプリケーション フェールオーバー動
作は変更されていない（つまり、クラスタ間のフェールオーバーには手動介入が必要である）ことを前
提にしています。
ステップ 1

次のコマンドをプライマリ サーバから実行して、APP サービス グループおよび ClusterService サービ
ス グループがプライマリ サーバで実行されていることを確認します。
C:¥> hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <SecondaryServer>
--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

State
RUNNING

System
<SecondaryServer>
<SecondaryServer>
<SecondaryServer>

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_primary

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

AutoDisabled
N
N
N

State
OFFLINE
ONLINE
ONLINE

State
ALIVE

-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_primary
RUNNING
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
State
N csm_primary:<PrimaryServer> RUNNING

Frozen
0

-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
Probed
O APP
csm_primary:<PrimaryServer> Y

ステップ 2

AutoDisabled
N

State
ONLINE

Security Manager が実行されているサーバで次のコマンドを実行して、アプリケーションを停止しま
す。
C:¥> net stop crmdmgtd

ステップ 3

VCS が、アプリケーションが失敗したことを検出し、APP サービス グループを停止することを確認し
ます。次のコマンドを実行して出力を確認します。
# hastatus -sum
-- SYSTEM STATE
-- System
A <PrimaryServer>
--B
B
B

GROUP STATE
Group
APP
APPrep
ClusterService

State
RUNNING

System
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>
<PrimaryServer>

Frozen
0

Probed
Y
Y
Y

-- RESOURCES FAILED
-- Group
Type
C APP
CSManager

Resource
APP_CSManager

-- WAN HEARTBEAT STATE
-- Heartbeat
To
L Icmp
csm_secondary

State
ALIVE
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AutoDisabled
N
N
N

State
OFFLINE|FAULTED
ONLINE
ONLINE

System
<PrimaryServer>
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-- REMOTE CLUSTER STATE
-- Cluster
State
M csm_secondary
RUNNING
-- REMOTE SYSTEM STATE
-- cluster:system
State
N csm_secondary:<SecondaryServer> RUNNING
-- REMOTE GROUP STATE
-- Group
cluster:system
Probed
O APP
csm_secondary:<SecondaryServer> Y

ステップ 4

Frozen
0

AutoDisabled
N

State
OFFLINE

APP サービス グループの障害を手動で解消します。
C:¥> hagrp -clear APP

ステップ 5

プライマリ サーバで APP サービス グループをオンラインにして、アプリケーションを再起動します。
C:¥> hagrp -online APP -sys primary_server_name
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